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●	 美術作品は《 》で示した。 
●	 引用文は「 」で示した。 
●	 文中、敬称は略した。 
●	 図版に挙げた作品の出典については、本論文巻末にまとめて記した。 
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 本論は「都市の肖像」を問うことを出発点としている。都市は本来、予測できないほど変化に富ん
でいる。不特定多数の場所で同時多発的に発生している些細な変化は、確実に周辺を変えていく。こ
のような変則的な対象であることが都市を複雑で分かりにくくしているが、同時にこの蠕きに魅力を
感じてしまう。だからそのような姿を彷彿させる肖像を描くことはできないだろうか。この答えを自
作へ問い、ヒントを都市論から求めるうちに表現の幅に広がりが見えてくるようになった。都市につ
いてはあらゆる学問分野から語り尽くされているため、先行研究は多岐に渡る。その膨大な「都市
論」の中から自らの方向性と重なる一部を選択し、自作と合わせることで現代都市を予感させる表現
の模索を行う。 
 したがって、本論は筆者が作品を制作し発表する作家であるという前提があり、作品を通じた都市
の表現を探求することが目的となっている。見えない都市像を視覚化することにその意義があると筆
者は考えるゆえに、本論で求める都市像とは、その場所が田舎か都会か、大都市か否かを問うもので
はなく、また都市の諸条件をめぐる問題を扱うものでもない。都市のあらゆる場所の治安や景観、経
済格差といった生活空間で起こる社会的な歪みでもない。これらの世間の秩序を巡る解決策や提案は
時としてとても強引で、押し付けがましく感じられる。人々の生き様がその地域や周囲に影響を与え
合って成立している状況は美しく、非常に興味深いことなのではないか。 
 このような都市の姿に気がついたのは、工芸学科で金属を使う日々の作品制作の延長線上であった。
そう述べると突拍子もないように聞こえるかもしれない。しかし金属という素材の選択が契機となり
都市へと結びついたと言っても過言ではない。まず歴史を振り返ったときに見えてくる金属の役割は
人類にとって何を意味したのか。変質しやすく、長い期間でみればもろい素材である一方、歴史が証
明しているように、金属を手に入れた民族は圧倒的に強かった。そして文明が築き上げられると、そ
れは宝飾品、日用品、建材、武器など、日常のあらゆる局面で姿形を変えて必要とされていく。さら
に現代都市にいたっては、都市の構造を支えていると断言できるほど、不可欠な物質となっている。
結果的に、素材の性質以上に、それが築き上げる文明は強固なのである。このような点からまず都市
を意識するようになった。 
 加えて実際に手を動かし金属を使ってささやかな日用品を作っている自らと比較して、さまざまな
技術と人力を駆使して作造られる建築物の偉大さに気がつくようになった。どんなに大きなものでも、
すべて人の手によって作られたパーツの集合体なのである。その事実に圧倒された。つまり建築その
ものに導かれたのではなく、集合から成り立っているという点にその発端があった。さらに、その思
考がますます拡大していくと、大きすぎて見えてこなかった「都市」の存在にぼんやりと気がつき始
めるのである。それは建築物だけではない、あらゆる現状を包括しており、全貌はみえないほど巨大
であった。この圧倒的な集積を超えられるものがあるのだろうか。そう考えるようになり、ここで初
めて「都市」を発見したのである。以上のような経緯から都市へと踏み込んで行った。出発地点が集
積から成り立つ全体像としての都市であり、それは自作の基盤となる制作スタイルへと直結していく。 
 ここで論文構成について簡単に述べる。何故ならば構成と制作スタイルは相互的に作用しているか
らである。本論は自作の制作スタイルを軸にした４章で成り立っている。前半の２章までが都市論を
中心に、後半は自作について時系列で説明していく。都市論と自作は以下の方法により連結している。
まず分野を超えて広がっている都市論を、自作との関係性を考慮して選び出し、自作の周囲に再配置
する。この際、制作スタイルの軸となっている「細部」から「全体像」を作る集積する手法を足がか
りにした。細部の執拗な集積から全体像を探っていく表現手段は自作の基本構造であり、このスタイ
ルは都市を考察する中で確立された。そこで本論の構成としても「細部」に当たる部分に都市論から
抽出した要素を連結させて全体像を検証する方法を取る。したがって論文構成上、第１章で「全体
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像」を、第２章で「細部」についてそれぞれ言及しているが、これらは分離した概念ではない。第１
章で大まかな全体像を捉えた後、それを構成している「細部」について言及している。さらに「全
体」と「細部」の関係は、後に続く第３章、第４章で述べる自作の制作スタイルへと引き継がれる。
この論文構成により都市論は自作を支える基盤となる。 
 以上の構成を軸にして、第１章からの内容を簡潔に述べていく。第１章では様々な都市論を手掛か
りにして検証を進め、都市の全体像を考察する。まず多岐にわたる都市論から筆者が着目したものを
選出し、自作との関係性を考慮しながらそれらを再配置する。書かれた内容や背景が異なる都市論を
直接関係づけると生じる歪みを、「都市の肖像を求める」自作の目的を介在させることで間接的に繋
いだ。これにより本論で構築された都市論から都市像を探る方法を導き出すことを目的としている。
さらに都市の全体像を捉える目的を「俯瞰」という視点から考察する。導入として都市の全体像をイ
メージすることから始め、段階的に本論で目指す「肖像」を明確にする。そして自作との関連を含め
て「地図」について言及する。歴史背景を含めた地図に、自作では特に明記されている記号に着目し
ている。言葉や記号の一つ一つに焦点を合わせることで、徐々に地図としての全体像がぼやけ始めた。
ここまでが第１章となっている。 
 次に第２章では「細部」に着目する。本章が細部の集積を全体像とする自作で求める都市像へ結び
つける要となる。ここからは筆者が「都市」という言葉の抱く核となっている「東京」を出発地点と
した。本章でもいくつかの都市論を取り上げて行くが、いずれも都市という大きな全体に対して些細
な部分の集合や連続に着目しているものである。その中でも建築家の篠原一男（1925－2006）の東京
をモデルとした「超大数集合都市」は筆者が実感している都市の魅力と現状が語られている。これを
ヒントに本論では作品論への転換を試みる。都市の集合体としての成り立ちと美術作品について考察
した時、河原温（1932 - 2014）の《Today》が想起された。様々なシリーズの中でもここでは
《Today》における一連の制作プロセスに注目し、創造と蓄積の連鎖を作品として定式化した例とし
て取り上げる。最後に本章では個が増殖し肥大化する集合体としての都市像は、周囲を飲み込み一体
化しつつあるのではないかと予想する。 
 第３章からは細部の集積として成り立つ全体像が自作の制作方法となっていることを踏まえて、制
作手順の詳細を説明して行く。作品表現は筆者の抱く問題提起とその検証が立ち現れてくる。都市に
対しての疑問は作品を一つ消化するごとにまた新たな疑問へと連鎖される。したがって本章からは制
作順に作品を解説し、その流れを追っていくことにする。まずは「都市」をテーマに作品を展開して
行くきっかけとなった 2013 年の《Tokyo》から始まる。日本の首都であり、大都市の代名詞である東
京をモチーフにした。作成年代の異なる 2 枚の地図から、時間の経過と変質による都市の変化を探す。
それを鉄が密集する表情から時間と変化が交錯する姿として描き出そうとした。都市と時間について
考察した結果、鉄を溶接して積層させる表現へと行き着いたのだ。その後も積層の一膜を捉えようと
する《Tokyo - skin no.1》《Tokyo - skin no.2》を制作した。 
 次に作品の大きな転換期を経て第４章へ移り変わる。地図に書かれた都市名を作品の構成要素とし
て取り入れた《Cities & Names 1990》《Cities & Names 2012》は作品が変化した契機となってい
る。明確な意味を持つ都市名を集積させることで予期できない複雑性を得る。その後続けて《内在す
る都市１》《内在する都市２》を手掛けて、《地図より都市を望む》シリーズへと進めていく。刻印
が次第に密になることで、意味の集積による複雑性に都市らしさを見出した。 
 本論では既に確立されている都市論を見据えながら、そこに埋もれている細部を構築し都市像を求
める。その方法として「地図の解体」と「再構築」という手法が確立された。作品展開は、都市の姿
を探るために繰り返す、検証の連続である。変動する都市は常に新たな展開が予想されてくるのだか
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ら、それが続く限り追うことが出来る対象である。だからこそ都市の全体像はいったいどのようなも
のなのかを常に問う必要があり、それに対応しうる手法をもつ必要がある。解体し再構築をするサイ
クルにより新たな肖像を探求していく。 
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第１章  
都市への視点                                 
 
 我々は、都市で生まれ、都市で育ち、都市で生活をしている。世界の人口はますます増えるのにも
関わらず、人々は都市に集まる。そこはそれぞれ生活をしたり、観光をしたり仕事をして、その間に
思いがけない出来事が起こったりもする。この都市という舞台で発生するあらゆることは、様々な影
響を生み出し、都市の多様性と直結していく。目に見える物事も、見えないが人々が抱いている思想
も含んだ多様性である。そのめまぐるしく騒々しい都市の、人々の営みが一団となって押し寄せてく
るような熱狂的なパワーから、他にはない超越的な有様が繰り広げられている現状が見えてくる。そ
れが圧倒的に面白いのだ。 
 本章で「都市論」を扱う理由は、まず、「都市論」といっても多様な展開がされている現状を確認
し、多方面に分布しているそれらを自らの周囲へ再配置することを目的としている。 
 そこで、現在の都市論の基礎となっているといえる 19 世紀後半から 20 世紀初めのシカゴ学派によ
る「大都市」の発見から始まり、あらゆる分野において都市論が多面的に展開されることを整理する
ことから進めていく。そして次にそれらの中から自作と深く関わるとされる都市論について考察して
いく。 
 これらの都市論の整理を踏まえたうえで、自作と都市論の関係性を築き上げていきたい。そこで筆
者の作品制作に必ず用いられる地図と都市の関係をめぐり、この２つを「俯瞰」という視点から共通
性を探る。この視点を持つことで、見えない都市を、作品という形態に変換していく。 
 
 1-1 都市の全貌をめぐって 
 
 多くの人々が自らの意思にかかわらず、都市と親密に関係している。そのため都市はあらゆる人々
により観察された。その結果、都市論はあらゆる分野を超えて、多面的に展開されていく。分野を超
えていく過程は簡単に想像できるだろう。例えば、都市を歩けば思いがけず見つけるものから見えて
くる都市の歴史的な変遷や、文明論、さらにそのような都市を描写する文学や、地域やムーブメント
で様々に変容する民俗学へとも繋がっていく。そして都市の現代については経済学や社会学、その空
間を認識するための心理学や、建築学にまで結びついている。つまり、都市論に関していえば豊富す
ぎるほどの先行研究であふれており、それらは「都市」という言葉を中心にして多面的な方向から構
成されている。筆者も都市について知りたいと思うようになってから広範な都市論に手を出しては、
それぞれから何かしらの影響を受けることもあった。しかし多くの場合、 腑に落ちないまま本を閉
じるということを繰り返していた。 
 そこで本論のはじめに、他分野で展開されている都市論の中から、少なからず影響を受けてきたい
くつかを、筆者を中心に配置し整理していく。ここで現れてくる再配列の構造は自作との関係をなく
しては成り立たないだろう。つまり都市論の全貌を探るのではなく、あくまで筆者が抱く都市への視
点を導き出すことを目的としている。そのためには広域な都市論を見渡す必要がある。 
 はじめに都市論の多面性を改めて実感させられる若林幹夫（1962-）の『都市論を学ぶための 12
冊』iを参考にしたい。この著書は上述したように多角的な視点から論じられた膨大な都市論を 12 冊
に絞り、それぞれを 1章につき１冊紹介している。12 冊という非常に限られた数に限定して紹介する
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ことを「無謀な試みかもしれない」としながらも、社会学、文明論、歴史学、民俗学、社会史、地理
学、建築学、都市計画、映像研究、文学、記号論等が含まれている。取り上げられているのは 1章か
ら順に、清水幾太郎（1907-1988）監修『東京 ̶ 大都会の顔』、ルイス・マンフォード（ 米：
Lewis Mumford, 1895-1990）『都市をめぐる大きな物語』、大室幹雄（日：1937- ）『スペクタク
ルと存在論』、柳田國男（日：1875-1962 ）『定本 柳田國男集 第 16 巻』、マックス・ヴェーバー
（独：Max Weber, 1864-1920 ）『都市の類型学』、松本康（日：1955- ）編『都市社会学セレクシ
ョン第 1巻近代アーバニズム』、ルイ・シュヴァリエ（仏：Louis Chevalier, 1911-2001）『労働階
級と危険な階級̶19 世紀前半のパリ』、フランソワーズ・ショエ（仏：Françoise Choay, 1925-）
『近代都市 ̶  19 世紀のプランニング』、吉見俊哉（日：1957-）『都市のドラマトゥルギー̶東
京・盛り場の社会史』、デヴィット・ハーヴェイ（英：David Harvey, 1935-）『ポストモダニティの
条件』、レム・コールハース（蘭：Rem Koolhaas, 1944-）『錯乱のニューヨーク』、そして最後に
吉見俊哉・若林幹夫編著『東京スタディーズ』となっている。全体として社会学が中心となって構成
されている印象を受けるが、それでも年代や地域もさまざまな都市論を幅広く取り上げており、それ
らが複雑な関係性でつながっていることが見えてくる。 
 その中でも、第 5章の『都市の類型学』から第 6章『都市社会学セレクション第 1巻近代アーバニ
ズム』にかけて、我々があまりにも身近で気がつかない都市と呼ばれるあらゆる条件について、古代
から現代までの都市の変遷に着目して述べられている。そこでこの２つの章について説明していく。
第 5章のマックス・ヴェーバーの『都市の類型学』で古代および中世ヨーロッパの都市は、市民の共
同体が都市として成り立っているという都市の前提に始まり、第 6章で松本康編『都市社会学セレク
ション第 1巻 近代アーバニズム』へと結びつく現代の大都市をめぐる都市論へと繋がる大きな流れは
本書の骨格となっているといえるだろう。第 6章で取り上げられる著書は、ジオルク・ジンメル『大
都市と精神生活（1903）、アーネスト・バージェス『都市の成長̶研究プロジェクトの序説』
（1925）、ロバート・E・パーク『都市̶都市環境における人間行動研究のための提案』（1925）、
ルイス・ワース『生活様式としてのアーバニズム』（1938） を収めたセレクションとして構成されて
おり、ジンメルを筆頭に「シカゴ学派」と呼ばれる人々の行う都市研究に影響を与えたとされる論文
が中心となっている。第５章で取りあげられたマックス・ヴェーバーと同時代のこれらの論文から、
現代都市が自ずと前提としている様々な条件が浮かび上がる。 
 同時代にもかかわらず第５章との明確な違いは、“the growth of the great cities” 大都市の成長と
呼ぶ市民の共同体としての都市を超えた大都市に対する概念が提唱されていることである。これらの
論文に田舎や小都市と比較した「大都市」が扱われるのは「1887 年に国際統計学会が人口 10 万人以
上の都市を「大都市」と定義した」iiことなどからこの時期に人口をひとつの指標として「大都市」と
いう区別がされるようになったことも関係があるだろう。しかし数字が指し示す指標以上に、都市に
すむ人々はより感覚的に大都市の成長を感じ取っていた時代だったのではないか。「古代・中世以来
の都市の伝統のあるヨーロッパにおいて、近代化は旧来の都市とは異なる、『城壁なき、ゲマインデ
なき都市』である「大都市」の出現として経験された」iiiというように、この時代に人々は人口集中に
よるそれまでは経験のなかった社会問題や不安、新たな生活習慣などを経験していたのだろう。それ
故にこれらの論文がほぼ同時代に発表され「“the growth of the great cities” という言葉の世界史的
かつ地球規模での同時代性がわかる」ivのである。これらの論文には 19 世紀後半から 20 世紀初めに出
現した「大都市」に対する社会学者たちの反応が記録されている。 
 上記の「大都市」発見の経緯を踏まえたとして、現在我々が都市について「現代的な大都市は、巨
大な社会̶技術的機構と人間の群れとして現れてくる」vと思うとき、その比較対象として市民の共同
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体として成立していた古代・中世ヨーロッパの都市を思い浮かべるだろうか。おそらくそうではない。
そこで思い描くのは、地理的条件を超えて飛び交う物や情報により自らの感覚までもが距離を超える
錯覚であり、人間の群れにより生じる様々な文化的な摩擦である。それについて語られると気がつけ
ば「都市」そのものから離れていくようなことが生じることについて第 6章の最後に若林幹夫は「大
都市や都市について語っていると、いつの間にか現代社会について語っているかのようになってしま
うことこそ、”城壁なき、ゲマインデなき都市”としての現代都市の特徴のひとつなのだ。」viと述べ、
19 世紀後半の「大都市」の発見が城壁を超えて拡張する都市の成長であったことと重ね合わせ、現在
も続く成長を都市の特徴としている。たしかに、我々は物質や距離として立ち現れる城壁を超えて、
さらに文化的、社会的、経済的な城壁を超えた域にある「現代都市」に生きているのだろう。 
 ここまで筆者が扱う「都市」で前提となっている「都市」の発見の歴史と「現代都市」の特徴につ
いて述べてきた。ここから先は筆者が都市を考えるうえでの基盤となっているあらゆる方面からの都
市論についてそれぞれ簡単に触れていき、その多面性を確認したい。 
 上述したようにシカゴ学派を中心とした都市研究により「大都市」は発見されたが、ここで少し視
点を変えて都市経済学の側面からジェイン・ジェイコブス（米：Jane Jacobs, 1916-2006）は都市の
成長と衰退について『都市の原理』viiで述べている。ジェイン・ジェイコブスの都市に関する著書とい
えば『アメリカ大都市の生と死』viiiであるとしばしば語られる。都市開発反対運動の中心人物で、その
功績の集大成と言えるのはたしかにそうなのであろう。それに対して『都市の原理』では、彼女が経
済学的な視点から考えられる都市の発展や衰退に関する緻密なシュミレーションが行われている。そ
こでは仮想の都市が発展する第一段階として人が集い、出入りし次第に大規模化していく工程が追わ
れる。彼女が着目するのは都市の些細な出来事から発展する経済学である。この内容については本論
の第２章にて扱っていく。同じく経済学の側面から都市を語る、エドワード•グレイザー(米：Edward 
L.Glaeser, 1967- )はジェイン・ジェイコブスほど都市開発、特に高層ビル群の開発等に対して過剰に
反対はしていない。そこに住む人々の好みや生活を尊重したうえで、高層ビル群と街路生活の同居の
可能性を示唆し、新興国の都市の発展の可能性について予想している。 
 ジェイン・ジェイコブスは多くの都市経済学者に多大な影響を与えたが、その範囲は経済学に留ま
らない。例えばコリン・エラード（米：Colin Eillard, 1958-）は著書『イマココ 渡り鳥からグーグ
ル・アースまで、空間認識の科学』において都市の治安上の安全を確保するために理想的な都市計画
として、やはりジェイン・ジェイコブスの『アメリカ大都市の生と死』を取り上げている。彼は認知
科学と実験心理学の側面から都市について語っている。著書では動物の種類や生態により空間認識の
方法が異なるが、それは我々人間においても民族によって空間を把握するための優先順位などで多様
なパターンの空間認識をしているという点を指摘し、それを踏まえて現在我々の生活に取り入れられ
ているあらゆるメディア、情報収集、バーチャルリアリティなどを例に出しそれらが構築する新たな
都市空間について述べている。 
 心理学と地理学いう視点からもうひとつ、イーフー・トゥアン（米：Yi-Fu Tuan, 1930-）の『空間
の経験 身体から都市へ』ixをとりあげるべきだろう。ちくま学芸文庫から刊行されている日本語版解
説に地理学者オギュスタン・ベルク(仏：Augustin Berque,1942- )はこの著書の学問的位置づけについ
て「地理学は社会科学でもある」xとし、その理由を「地理学という部門において、この本は一時期の
始まりを画する。哲学や心理学に発生した現象学がいよいよ地理学においても大きな影響を及ぼし、
一つの重要な風潮として認められるようになった時期である」xiと述べている。この点から、著書が社
会科学へと接近していく過渡期にあることを示唆する。２つの学問分野が穏やかに繋がろうとする具
体的なアプローチとしてイーフー・トゥアンは「相互に関係している『空間』と『場所』という、環
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境を作っている二つの要素に注目している。そのうえ、さらに重要なことは、本書では単一の視点か
ら、すなわち経験という視点から議論の材料が集められている」xiiとまえがきにて説明している。 こ
のことは、「身体から都市へ」というサブタイトルが示すように、身体を通じた経験から場所と空間
として広がる都市を捉えるということだろう。つまりなによりも先に経験が第一にある。そこが他の
多くの都市論と異なった印象を抱くのだろう。経済や歴史や統計といったとてつもなく大きな事物が
語られているのではなく、あくまで経験を地盤にして語られる空間と場所は等身大の視線であるよう
に感じられる。内容としては空間と場所という環境を作る 2つの要素、つまり我々が認識する世界に
ついて、時間や記憶、神話といった方面からさまざまな例が取りあげられる。その多様な実例に触れ
ていくうちに、個人の経験を通じて見える都市は、多彩な解釈の可能性を秘めていることに気がつか
される。さらに「経験」を中心に材料が集められている点が、先に取りあげたコリン・エラードの認
知科学と実験心理学へと展開されていくのだろう。  
 都市と時間は、そこに「経験」が介在することによりミステリアスで広がりのあるものになる。時
間とは一定の太陽の動きが定めた社会的な共通認識であるのと同時に、過ぎ去った時間は自らの経験
によってのみ記憶される個人的なものであるはずだ。この都市と時間について、アメリカの都市計画
設計者でフランク・ロイド・ライト（米：Frank Lloyd Wright, 1867-1959）の教え子であるケヴィ
ン・リンチ（ 米：Kevin Lynch, 1918-1984）の都市のイメージを導きだす方法を提唱した『都市の
イメージ』xiiiについては次の項にて扱うが、彼がそこではあえて扱わなかった時間と都市の関係につい
て『時間の中の都市 内部の時間と外部の時間』xivで取りあげている。とくに第５章「内部の時間」で
「過去、現在、未来はひとりひとりによって新しくつくり上げられていく」xvとし、個々の時間の記憶
と都市の関係と可能性について指摘している。そこから見えてくる都市における時間とは、全体の歴
史や見通しだけでなく、そこで生きる人々の記憶の数だけ存在しているのではないか。都市を出発点
として途方もないイメージの広がりを予想することができる。 
 都市は途方もない数の記憶と時間を内包している。我々は都市で見た物に個人的な出来事を重ねて
記憶していることがあるのではないか。ある都市について思い出す時、雑踏の賑わいや、匂いや光と
ともに建築物の特徴も記憶されている。超高層ビルや低層の住宅、壁面や道路といって特徴は場所に
よってまざまざであるからだろうか。都市において建築物は人々の記憶に視覚的に強い印象を残すこ
とについて避けて通ることはできないだろう。当然のように建築家が都市について語る文章は多くあ
る。しかしそれは社会学とも心理学とも違う「物を作る人が抱く都市像」といった印象を抱く。この
点において筆者の認識と共通する点が多くあるように感じる。建築家の描く都市論はしばしば建築の
方法論へと回帰していく印象を受けることが多いが、その内部で起こりうるあらゆる偶然性を最大限
引き出す方法として、建築家の篠原一男(日：1925-2006 )は東京をモデルにした「カオス都市」を数
学的体系の中に求めた。この東京を中心に展開される『超大数集合都市へ』については本論の第２章
で取りあげる。同じく建築家ではあるが、篠原一男とはまた異なるアプローチとして磯崎新（日：
1931- ）の『いま、見えない都市』xviや『空間へ』xviiも参考にしている。そして前述した『都市論を学
ぶための 12 冊』では第 11 章に建築家として唯一レム・コールハースの『錯乱のニューヨーク』xviiiが
取りあげられているが、筆者はそれに加えて現代都市の来るべき姿を「ジェネリックシティ」と表わ
す予言的な著書『S, M, L, XL ＋ 現代都市をめぐるエッセイ』xixを第 2 章の最後に説明する。 
 その他にも、都市を描いた小説、または直接都市について語られていなくても、都市の寓意的な姿
を描いていると感じた文学作品等からも、筆者が都市を思い描くときに間接的な影響受けている。ま
た、都市を覆い尽くすあらゆる記号について、それらの言葉が含む意味の広がりについてロラン・バ
ルト（仏：Roland Barthes, 1915-1990）を参考にした。xx  
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 ここまで一通り様々な方法の都市をめぐる理論や実践を挙げてきた。あらゆる角度から都市にアプ
ローチし、その行き着く結果は多様だ。しかしそれぞれが「都市」というキーワードを奏で、そこに
残った残響に筆者は都市の片鱗が垣間見えるように感じるのだ。ここまで都市論の全体像を求めてそ
の多面性について簡単に述べてきた。次項では筆者が思い描く「都市」を「俯瞰」と「地図」の 2つ
の要素から論及する。  
  
1-2 都市を俯瞰する視点 
  
 そこでまず、都市のイメージについて明確にしていきたい。共有するイメージを確立しようとする
試みは、対象を限りなく客観的な視点から眺めることでもある。主観的なイメージは一旦わきに置い
ておき、あらゆる他者の視点を総合的に結びつけ新たな全体像を見いだそうとする。その対象の全体
像を捉えようとするのはある意味、俯瞰的な視点であるといえるだろう。そこで、都市のイメージを
確立する方法としてアーバンデザイン分野の指導者ケヴィン・リンチを取りあげる。 
 リンチの著書である『都市のイメージ』は、複雑で多岐な都市を、明瞭でわかりやすくするための
方法を提示している。まず、ほとんどの都市は、パス（道）、エッジ（淵）、ディストリクト（地
域）、ノード（結節点）、ランドマーク（目印）の５つの要素で構成されているとしている。この構
成要素を、都市がどのように組み合わせているかで、住民が都市に対してどのような印象をもってい
るのかが見えてくるという。 
 実際に行われた調査方法は、複数の住民に対する 1時間以上のインタビューxxiと、それをもとにした
現地調査である。インタビューの最初の質問は、被験者にその都市を説明する簡単な地図を描いても
らうことから始まる。さらに、その後の質問も、この初めの地図を元に進められていく。そうするこ
とで被験者が都市をどのような形態で認識しているかが見えてくる。この調査を行う対象が、住む
人々が主体となっているところに、リンチのイメージは「観察者が作り出す」xxiiという点が強調され
ている。この住民から得た回答から、基本要素に分類し、整理していく気の遠くなるような作業が行
われ、そしてすべての被験者からの解答を元に、書き直された地図が作成されるのだ。この地図は実
際の地形に忠実ではない。住民にとって重要な要素が強調されたりするので、実際の距離や大きさは
無視されている。つまり、住民により頭の中でエレメントが再構成された抽象的な地図である。そこ
には、住む人々の意識に刻まれた、平均的な都市の形態が浮かび上がってくる。 
 リンチによると、アメリカの都市のうち、全体が一貫し、調和のとれた都市はひとつもないのだと
いう。そこで、アメリカのボストン、ジャージーシティ、ロサンゼルスの調査が行われ、それぞれの
特徴が導き出された xxiii。この調査結果により、「混沌とした都市を明瞭化することでイメージを掴む
きっかけになる」ということが提示されたのである。住民が抱く都市のイメージは、点在する様々な
ディテールをもとに、頭の中で再構成されたものであった。つまり都市のディテールが、都市のイメ
ージを左右しているのだ。 
 細かい変化の１つが、都市全体のイメージを塗り替えることはないだろう。しかし細部が少しずつ
分裂するように変化したら、都市のイメージの方向性は変化するかもしれない。ケヴィン•リンチの調
査で得られる都市のイメージは、写真のように一時的に都市に関わる時間の経過を止めることで、明
瞭なイメージを確立している。 
 ケヴィン・リンチの確立した『都市のイメージ』を語る上で強調しなくてはならないのが、あくま
で一時的であるという点である。そこに描きだされるイメージは確かに住民が共通して抱いている、
限りなく普遍的なものであるかもしれない。しかしここで、本来の都市から感じられる流動的な印象
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を思い出してみたい。都市の不特定多数の場所で同時多発に発生するあらゆる事態が都市全体を動か
していく様子は、都市の全体運動と言えるような印象をいだく。まるで、都市がなにか巨大すぎて全
体を見ることができない生き物であるような、有機的なものであるかのように想像してしまう。その
イメージはさながらポーランドの小説家スタニスワフ・レム（Stanislaw Lem, 1921～2006）の宇宙
での知的生命との出会いを描いた 3部作の SF 小説『ソラリスの陽のもとに』で描かれているソラリス
の海のようである。小説の中で、好奇心旺盛な液体細胞、または液体の巨人などと呼ばれているソラ
リスの海は、それ自体が惑星を飲み込むほどの巨大な生命体であり、さらにそのたった一つの生命し
か持たない謎の多い惑星として描かれている。 この海についてかかれた一節を引用して、その海の最
大の特徴である、次々と海面に作り出す現象について想像してみる。次の引用は小説の中で様々な過
去のソラリス研究についての説明されているなかの一節である。 
 

ソラリスの海は生きていて、活動しつづけていたからである。ただし、その活動はわれわ
れ人間の観念とは全然ちがった別の動機に根ざしていて、地球人のように都市を建設する
わけでもなければ、橋もつくらず、飛行用の機械をつくるわけでもなければ、宇宙空間を
征服して遠い宇宙に足を踏み入れようと試みるわけでもなく（人間の優越性を主張する
人々はこのことをことさら大きく取りあげて、地球の人間の偉大さを証明する切り札とし
ていたのだが）ただ飽きもせずに自分の姿を変える仕事を繰り返しているだけであった。
xxiv 

 
 このような性質である海が次々と海面に作り出す現象は、無秩序でありながら、人間が持ち込んだ
物や記憶を模造したり、または全く関係のない動きを見せたりする。その動きに規則性はなく、まっ
たく気ままであり、また同じ現象を二度と繰り返すことはないのである。海は一見、この無意味であ
るような生成と破壊の運動を繰り返しているのだが、それを見て人々はとても惹きつけられ驚いたり
しているのだ。さらにソラリスの海が行う現象について読み進めていると、その中にしばしば地球の
都市の様な物を作り出すことがあると描かれていることも興味深い。めまぐるしく変化を繰り返す海
は、筆者にとって同じように変化を繰り返す地球の都市を描いているように感じられるのだ。まさに
ソラリスの海も、それを観察している人間にとって捉えることができない存在なのである。もちろん、
地球上の都市はソラリスの海のように意図を持っていないし、全体の形を自由自在に変容させ、我々
を途方に暮れさせることもない。しかし少なくとも、普段私たちが見逃しているような実は常に都市
の表面化で起こっている些細な変化の総体を、ソラリスの海の予想できない運動と重ね合わせること
で、都市の変化を象徴的に指し示すことができるのではないだろうか。筆者が想い描く都市の肖像は
有機的で、巨大で、捉えきれない変化の源を秘めているのである。 
 ここでは都市の有機的な一面にのみ焦点をあてるために、巨大な液体細胞惑星ソラリスを引き合い
に出した。もちろん、都市＝ソラリスであるとは考えていない。都市のなかで発生する生成と破滅の
連鎖反応が、想いもよらない結果を生み出すという意味で、ソラリスを引用している。しかし、都市
とソラリスを結びつけることは、全く突拍子もないことでもないようである。2013 年に「磯崎新 都
市ソラリス」と題して NTT インターコミュニケーション・センターでの展覧会が行われたが、本展は
磯崎新のプロジェクトやテキストを紹介する内容であり、「ソラリス」と掲げていながらそれぞれの
プロジェクト、模型、スケッチに直接それを扱ったものはない。だが全体の方向性は、ソラリスとい
う言葉から生成と破壊を繰り返す惑星（としての都市）という印象に導いていた。さらに、磯崎新が
『いま、見えない都市』の中でロサンゼルスについて綴る言葉からも同様に、都市を蠢くものとして
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いることがわかる。磯崎新でなくても、ロサンゼルスはしばしば他の都市と比較して、その特徴的な
成り立ちや都市の構成について取りあげられる。その特徴は「LA には〈集積〉の証としての確固たる
構造物がなく、様々な建築様式によって無造作に構成された都市形態」xxvとされ、拡散と共にいくつも
の核が点在する都市構成は、近未来的であるともいわれる。そのロサンゼルスについて磯崎新の比喩
は、全体の印象が平べったいのは、自動車での移動のために都市が造られているためで、都市全体の
動きが「超新星の爆発のような勢いで拡張しつつある」xxviなど、たびたび惑星や宇宙を連想させる記
述をしている。とくに、ロサンゼルスを上空から見たときの印象に衝撃を受けて、都市は消えている
としたうえで、次のように述べている。 
 

都市が姿を消したといういい方が大げさなら、私たちが用いてきた都市という概念、物理
的構成が緊張感をもって一望のもとに把握しうるような都市空間概念が、ここでは崩壊し
ているといいかえてもいい。それは地上に降りたつとより明瞭になる。この都市ではすべ
てがうごいているのだ。xxvii 

 
 磯崎新は上空の印象からさらに内部に入り込み、都市が躍動しているのを実感しているのだ。まる
でソラリスの主人公ケルビンがソラリスに降り立ち、ソラリスの海が人間に対する反応を初めて経験
している場面の描写と重なる。このときケルビンは、「その光景は、論理的にはよく知っていたにも
かかわらず、私にはかなりの衝撃を与えた。論理は現実の感覚にとってかわることはないのである」
xxviiiと、やはり内部での経験を語り、さらにそれは理論や知識を超えるとしている。つまり、都市の変
化を体験するには、その都市の内部に潜り込まなくてはならない。そうすることで初めて、都市が生
きていることを実感することができるのだ。ここまで、ソラリスを引用しつつ、筆者が思い描く有機
的な都市のイメージについて述べてきた。つまり都市における有機的とは、都市全体の蠢きなのであ
る。 
 
 以上より、都市のイメージの確立から始め、それに対して実際の都市は固定したイメージを確立し
つづけているのではなく、常に有機的に変化していることを示唆してきた。これらを踏まえて、筆者
が求める「肖像」について説明したい。「肖像」というと静止した状態の対象の姿を捉えた像である
のが一般的だろう。しかし対象が可変的であることを前提として全貌を捉えることはできないのだろ
うか。本論で重要なのは確固とした「肖像」ではなく、それを追い求めるということが都市に対する
忠実な態度なのだと考える。つまり描かれるのは、明確な輪郭や境界を持たない肖像なのだ。 
 そこで思い出すのがイタリア人の兄弟であるミアス兄弟（Miaz Brothers）xxixの描く一連のぼやけた
残像のような肖像画である。彼らが展開するどのシリーズもスプレー塗料で描かれている。一見する
と人物が描かれているとは気がつかないほどだが、背景と人物の輪郭がとけ込み、記憶の中に微かに
残っている誰かを思い出しているような人物像が浮かび上がる。そこに描かれている像からははっき
りとした特徴はほとんどわからないのだが、それはおそらく誰か特定の人物なのだろうと直感的にわ
かってしまう。それは彼らの作品のもっとも不思議な点である。 
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図 2 
《Young Man IV》2015 年 
 H.1626 mm × W.1295 mm 
キャンバスにアクリル  
 彼らの作品はそこに描かれた個人をめぐる人物像のあるべき姿を提示しているように感じる。まる
で 1つの言葉をめぐっても人の数だけ微妙に解釈する意味が変るように、ここに描かれた個人も、あ
らゆる人々が描くイメージの先にあるのではないか。この曇りガラスの向こう側にいるようなもどか
しさの理由は、鑑賞者のピントにあわせることを拒み多元的な本来の人物像に立ち戻りつつあるから
ではないかと考える。つまり容易に掴むことの出来ない意味の震えこそ、肖像を求める動機となって
いる。ある対象の姿をもとめようとするときの姿勢が肖像に対する理想的な態度であると考えるので
ある。 
 ある対象を俯瞰する視点は、さまざまな視点から交錯する。その視点をケヴィン•リンチは明確な言
葉や図に変換してイメージを確立させたが、その中に落とし込まれなかった数々の視点は果たしてど
こへ行ってしまったのか。都市の躍動はイメージに反映されないほど些細な現象なのだろうか。統計
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や数字に置き換えられない無数のイメージこそ都市を支配しているのではないか。つまり、都市全体
をある「イメージ」に収めるということは、魅力の源である都市本来の意味の広がりを限定的にして
しまっているという危険を孕んでいるいるのではないかと考える。このようなイメージのあり有り様
についてジャン・ボードリヤール（仏：Jean Baudrillard 1929-2007）が「イメージは浮遊している
軽い欲望を、イメージによって現されると同時に隠されるひとつの物に集中させる」xxxとしている。こ
れは広告のイメージと言葉について述べているものであが、強いイメージが先行するとそこに隠され
てしまう様々な要素があることを指し示している。その一つ一つに焦点を当てると全体が見えにくく
なるが、それを含めて「俯瞰」しようと求めることで都市の肖像を描きだせる可能性を感じている。 
 その 1 つの実践として、地図に書かれている様々な記号、言葉に着目してきた。次に、一つ一つの
記号や意味が放つイメージを拾い上げることで、地図を単なる記号の集合から都市の肖像へと変換す
る可能性を探っていきたい。 
 
1-3 地図について 
  
 都市のイメージを描こうとしたときに省略されてしまう無数の要素は、地図では特定の記号や名称
に置き換えられる。それを読み取る我々は、共通認識として記号の意味を理解しながらも、それぞれ
が思い描く風景は全く異なる像を思い描いているのだろう。地図がそのような記号や言葉の集合であ
ることに、地図の解釈を押し広げる可能性を感じている。 
 本論で地図について取りあげるのは、自身の作品に地図が不可欠であるという理由に他ならない。
そして地図は上述した都市のイメージ同様客観的な視点でもある。しかしそこには都市そのものとは
異なる、地図としての歴史背景があり、書き手と読み手思考が交錯する場でもある。その地図という
モチーフについて、歴史的な側面に含まれている意味と、地図製作には欠かせない「俯瞰」のもつ意
味について考察していく。これらを踏まえたうえで、地図が言葉の集まりであると再認識したときに
気がつく解釈の可能性について言及する。 
 自作で地図を用いる最初のきっかけは、都市の全景を眺めようと、地図を広げたことから始まって
いる。地図を入手するのにそれほど苦労をしない環境が整いつつあるので、多様なデザインや情報の
ものが身近に 
溢れている。駅の改札口の近くには大抵周辺の地図が掲げられているし、もし見つからなくても手元
にあるスマートフォンから現在地を確認することができる。このような地図は地理的に正確で、書か
れている形態は信用できるものである。それに対して、友人に書いてもらった手書きの地図は、地理
的には全く信用できるものではない。しかし、そこに書かれている抽象化された目印や記号は、その
土地の印象を的確に捉えているし、何より書いてくれた友人に対する信頼感が、正確ではない地図で
も信用できるものにする。地図の起源について想像してみると、おそらくこの後者の例がそれに近い
のではないかと考える。ある特定の場所を指し示すためであり、その周辺の情報を伝えるといった必
要性から文字でもなく、絵や記号で伝える。実際、地図は文字や数字の発明よりも遥か以前からあっ
たとされているxxxi。初めは石に刻まれた壁画と区別がつかないが、それは徐々にシンボル化された記
号が繰り返し用いられるようになる。それに加えて図２のように俯瞰図を示すものが現れ、地図の原
型に近づいていく。そうやって、我々の祖先は、周囲の状況を把握し、他者に伝える工夫を発展させ
てきた。恐らく、人々は高い場所から見下ろしたりすることで少しでも、全体像を把握しようとした
のではないかと想像できる。人類は世界を知るために俯瞰したいという欲求を抱きつづけているのか
もしれない。 
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図 3 
北アメリカインディアンによる絵文字（制作年不明） 
 
 原始的な地図は、あらゆる技術の発展と共に、より正確で情報量の豊かなものになっていく。しか
しその過程で、地図は国家や宗教といったあらゆる権力のもとで発展していくことになる。それは地
図が世界を把握するための道具であることに他ならない。従って地図自体が世界の頂点に君臨するも
のとしての意味を持つようになる。これについては、力のある国家が国家事業として地図製作をすす
めていった過去があるからであろう。ヨーロッパを中心に 15 世紀頃から地中海以外の大陸を「探検」
し「発見」され、1570 年にはアブラハム・オルテリウスにより世界初の世界地図帳xxxiiが出版された。
この地図制作とそれに関わる大陸の発見については、あくまでヨーロッパの国家を主観として、他の
大陸の「発見」したのである。それらの大陸は、ヨーロッパにより「発見」される以前から存在して
いたのだが、地図に明記されることでこれらの「発見」は明確な境界や距離をもって周囲と関係付け
られていくのである。これは同時に地図と権力の結びつきを象徴している。若林幹夫は測量する視点
とは「権力の目」であると指摘したあと、地図と権力について次のように指摘する。 
 

「書き込み、登記によって土地をめぐる人間の関係が、社会的な秩序として可視化され、
事実化され、社会的な実定性を与えられる。そして数量はこの時、土地と社会の関係の一
義性を支える客観化のメディアとして機能するのである。地図を媒介にして権力の諸関係
が土地と身体、生産力と労働力を把握することは、今日においても基本的に変わっていな
い。」xxxiii 

 
 この引用から地図は世界中の正確な位置関係がすべて明確になった現在でも、権力との結びつきが
あることには変わらず、次第に地図のもつ象徴的な権力のイメージは、権力者が扱う具体的な道具へ
と変化したと言えるのだろう。思い返せば、現在ではすっかり身近になった GPS(グローバル・ポジシ
ョニング・システム、全地球測位システム)により場所を特定するマップも、そのルーツは冷戦時代に
積極的に進められた軍事目的の宇宙事業であったことを思い出さずにはいられない。現在のような正
確な測量に基づいた各国の地図がつぎつぎと作られるようになるのは 18 世紀から 19 世紀にかけてで
ある。現在ではではあらゆる緻密な情報が地図に描き込まれ管理されており、多くの情報は比較的安
易に手に入れることができる。そこに書きこまれる情報こそ、地図の本来の目的であることは地図が
発生したときから脈々と受け継がれ、その用途は編み目のように細密化されている。それは「人類の
英知」とも言えるかもしれないが、世界初の地図帳はあくまでヨーロッパから見た世界の図であった
ように、ある一方的な視点からみた知識であることも忘れてはならないのだろう。地図というモチー
フは単に地理的情報というだけでなく、暗に支配者や権力者としての視点が介在した情報なのである。 
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 ここまで、地図の歴史の背後には権力者の存在が前提として含まれていることについて述べてきた。
次に、人類が大陸の存在をほとんど知り尽くす前後に地図の目的が次第に変化し、 用途の多様化と情
報量の増加が地図に与えた表情について考察する。    
 地球上の大陸が観測され尽くし地図に記載されることで既知化されると、それまで世界は果てしな
く続くも物として信じられ恐れられていた存在ではなく「世界は真の意味で有限なもの」xxxivになって
いく。広大だと思われていた国土はその境界が明確になることではっきりと姿を現し、あらゆる場所
との距離が正確には把握できるようになる。すると地図製作の目的は新大陸の発見から、より正確で
緻密な情報を求めるものとなった。外側に向けられていた視線が次第に内側に向けられていく。その
目線はときに個人と社会の境界を曖昧にしてプライベートな領域に踏み込んでいるのではないかと思
えるほどである。 
 例えば住宅地図は、住宅とそこに住む個人の名前が地図上に明記されているものである。その住宅
がたとえ集合住宅であったとしてもの部屋番号までわかり、のこらず住民の名前が記載されている。
制作に伴い行われた途方もない作業と、書かれた個人情報を考えるといささか不安を覚えるものであ
る。また、グーグル社(Google Inc.)がインターネットを通して提供しているグーグル・マップ(Google 
map)においても、明確な視覚情報である写真が伴うことで、個人と社会の境界が曖昧になる。ユーザ
ーにより提供される多くの写真が場所と関係付けられる機能は、地図をよりリアルに体感できるメデ
ィアになると同時に、プライバシーの居場所を追い込むことがあってはならないはずである。 
 しかし正確さを追い求める地図の技術発展がいずれ細密化へと進む視点がいつか個人の境界線に踏
み込むことはある程度予測できる。この線引きについては個人の倫理観に委ねられるとして、地図に
関しては次のように言える。地図の縮尺率が下がるにつれて浮かび上がってくるのはそこで生きる
人々の姿なのである。その点、地図の持つ広範な社会情報は人間性を一切排除したリストのような冷
酷さではなく、そこに生きる人々の状況をうっすらと秘めているように感じることがある。地図には
そのような想像力をかき立てられる要素も含むモチーフなのだ。 
  
 ここまで地図の進化の背後にある意味について述べてきた。次に、地図製作には欠かせない「俯
瞰」の視点に着目して考察していく。 前述したように、地図には様々なバリエーションがあり、地図
の目的や用途によって使い分けられている。そして今や実際に俯瞰した視点で地上を眺めることがで
きる。前述した磯崎新は、主要都市を空中から撮影する計画を進めていた。その視点について次のよ
うに述べている。 
 

透視図法では既に明らかにされているように、主体の眼が対象物の外部に存在するのであ
る。それが都市の場合には鳥瞰図という手法となる。都市の形態は、ちょうど鳥が空中を
飛ぶような位置から、いわばその外側の絶対的位置から眺められるものであった。 xxxv 

 
 確かに飛行機から眺めていると都市の輪郭が見えてくる。しかしそれ以上に、上空からの視点には、
絶対的位置から、都市を傍観しているという特権的な立場が与えられている。ここで特権的と言うの
は、高い位置から見下ろすことが、地位的な高さを象徴しているからではない。ここで筆者の個人的
な経験をもとに、この特権性について説明していく。 下の図 3、図４はロシアのサハ共和国ミールヌ
イにある、世界最大のダイヤモンド鉱山を筆者が上空から撮影した写真と、インターネットで探した
同じ場所の衛星写真である。特徴的な大きな穴で場所を特定することができた。 
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図 4 
左:筆者撮影 2012 年 

図 5 
右:https://www.google.co.jp/maps/place/ロシア、サハ共和国ミールヌイ 2015 年 4 月 29 日参照 

 
 飛行機から眺めた図 3を撮影したとき、筆者は磯崎新と同じように都市を外側から眺めていた。い
つも、飛行機に乗るというのは短い限られた時間であるが、特別な時間であるように感じる。それは
旅行で浮かれたためだけでなく、都市から抜け出している優越感でもある。その状況で数々の都市の
上空を通過している間は、出発した都市から、目的地に降り立つまでの間は、どの都市にも属してい
ないのである。つまり磯崎新が「外側の絶対的位置」と呼ぶ視点である。そのような状況にあること
が、ある種特権的な視点であると考えるのである。さてここでもう一度対象を地図へと戻すと、多く
の都市の地図は同様の視点から書かれている。つまり、地図は都市全体を把握するために外側から眺
めた視点を持った情報なのである。思い返せば、地図製作を押し進めた歴史上の権力者も、その周辺
を把握するために国家事業として展開している。地図の目的そのものに客観性が備わっているのだ。 
  
 地図の歴史背景と視点には客観性という前提が広がっている。しかし筆者は先に述べたように地図
が記号や言葉の集合であることに新たな解釈の可能性を確信している。その可能性とは、地図が結果
的には主観的な解釈で認識される文字情報であると再認識することで、「客観的な地理情報」から、
「主観的な都市の解釈」へと押し広げる可能性があることを示唆したい。 
 例えば、地図上に描き込まれている「都市の名前」は場所と名前を一致させるための記号である。
客観性を重視する地図上で、名前に求められる最低限の役割であるとも言える。 ここで第 1章にて触
れたイーフー・トゥアンは人々にとって「都市自体が一つの象徴」xxxviとなると指摘していることを思
い出す。その象徴は都市の名前によって集約されている。地図に書かれた都市名はそこに住む人や知
っている人にとってある程度の共通認識として認識される記号である。民族や言語によってその名称
が変わることも考慮したとしても、名前が与えられるということは人々にとって象徴として記憶に残
り続けることになる。従って「都市の名前」を認識した人が、個人的な記憶を思い出し郷愁に駆られ
ることもあるだろう。その時、地図の確固とした客観性は読み手の主観に取って代わる。 
 つまり、地図に書かれている記号は意図せず、主観的な感情を呼び起こす契機となることがある。
「客観的な地理情報」から、「主観的な都市の解釈」に視点を変えて地図を見ると、それぞれが波紋
のように広がる主観的な意味を持つ記号が配置されている詩のように見えてくる。地図とは都市の客
観と主観の両面をもつ素材であり、本論ではその交互を行き交うための装置のような役割を果たして
いると言える。 
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 ここからは遥か上空からの眺めから、視点を降下させていく。そうすることで少しずつ都市の内部
に立ち戻っていきたい。私たちは磯崎新が試みている上空からの視点よりも、より高い位置から都市
を眺める手段を持っている。例えば、グーグル社がインターネットを通して提供しているグーグル・
マップの機能として、記号化されたマップと、衛星写真を切り替えることができる。この表示で画面
の縮尺率を操作することで、大陸の中に国境の輪郭が書かれた衛星からしか捉えられないような地球
規模の画像から、人や車が映し出されるほど接近した画像まで自由に変えられる。その過程に、地図
から都市になる境界を越える瞬間があるように感じる。その線引きを明確にすることはでいないが、
都市の外部からの視点としての地図から、内部に切り替わる瞬間がある。 
 まず、ディスプレイに日本を中心に映し出し、ある１点を決めてそこにめがけてどんどん地図を拡
大させていく。初めはグレーの地面に主要な道路だけが表示されるが、少し拡大するとさらに細かい
道が、太い道の間を埋め尽くしているのはわかる。そしてその間は、無数の人工物が、ある場所では
均一に、違う場所では無秩序に並んでおり、その中をよく見ると、彫刻刀で切り取られたようにもっ
と細かい道路が伸びている。さらに拡大していく。すると細々した人工物を発見し、もうこれ以上拡
大できなくなって最後にやっと小さく車や人が写っていることが確認できる。この一連の間に、ふと
私自身が地図の中に飲み込まれてしまいそうな感覚になる。とはいっても実際、私たちはもうすでに
そのなかに飲み込まれているので、正しく言うならば、「都市に飲み込まれていたことを思い出し
た」というほうがいいのかもしれない。そのことに気がついた時、都市はただならない吸引力のよう
な力を秘めているように思うのだ。 
 この吸収されるのではないかという恐怖を、アニッシュ・カプーア（英：Anish Kapoor, 1954-）の
彫刻作品で経験したことを思い出す。2014 年に訪れた群馬県にあるハラミュージアムアークで、その
作品が展示されているとは知らずに、広々とした牧場に面した回廊からギャラリーへ入るための黒く
重たい扉を押した。すると薄暗い空間の正面から、さらに真っ黒い穴がぽっかりと口を開けてこちら
に迫ってきたのである。いや、その視覚的な吸引力により思わずこちらの体が前のめりになるため、
相手が迫ってくるように感じたのだ。少しでも気を緩めると引きずり込まれそうになるので、足に力
がはいる。その不気味な空洞が、アニッシュ•カプーアの《虚空》xxxviiであった。それは直径１mほど
の滑らかなお椀型をしており、その凹面が正面になるように壁に取り付けられていた。横から観ると、
大きなお椀が壁にくっついているような格好である。注意深く覗き込むと、少し粉っぽい質感で凹凸
があるのがわかる。この光を吸収する顔料により、闇の中へ引き込まれるような感覚が得られるのだ
ろう。作者はインドのムンバイ出身でロンドンに在住の彫刻家である。80 年代から顔料を使用した作
品を展開した。特に光を吸収する顔料を使用し、岩や壁、またはミニマルな形態に、奥行きを感じさ
せない無限の闇を出現させる。このタイトルである《虚空》は仏典では「一切のものの存在する場所
としての空間。」xxxviiiを意味するように、何もない空っぽの空洞ではない。むしろ、すべてのものの存
在を内包しているかのような、宇宙的な広がりを感じさせる。さらにこの不気味な空洞は、小さなブ
ラックホールのように、貪欲にいっそう多くのものを飲み込もうとするかのように見える。もし、す
べてのものが存在する空間があるとしたら、やはりこのような引力が伴うのだろうか。もしかしたら、
そのすべてのものの存在する空間とは都市そのものなのではないかと考えるとき、やはり都市に吸い
込まれるような感覚と重ね合わせてしまうのである。都市も同質の引力がある。それは全体を構成し
ている１つ１つの細部が、集積して都市化するとしだいに力が強くなる。だから大都市にはこれだけ
の多くの人が吸い寄せられるように集まってくるのだろうか。 都市に吸い込まれる時、地図から都市
に切り替わる瞬間があるように感じるのだ。 
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 次章で、都市の細部について言及していくが、都市を外側から傍観する地図は、都市に対して特権
的な視点をもった媒体なのだ。



第 2章 細部の集積からみる都市̶東京について 

22 

第２章  
細部の集積からみる都市ー東京について                             
 
 本章では、「俯瞰」から一転し、無限に広がっていくように感じられる人工物の集積が、都市を構
成していることについて考察する。これは、筆者が都市を発見とするに至った原点であるといえる。
さらに、筆者にとって出発点となっている都市は、まぎれもなく 2013 年に自作のモチーフとして選択
した東京である。経済学者、エドワード・グレイザーが都市について語るとき、そのモデルをグレイ
ザーの出身であるニューヨークとするように、筆者にとってのモデルは東京となるのである。そこで
本章で論じる都市は、東京をスタート地点として広げていく。 
 さらに、本論では細部が集積して組み上げられた緻密な状態を「ディテール」と呼んでいくことにす
る。デ都市を構成している様々な細部によって作られた、視覚的な印象に加えて触覚的な意味合いも
含まれている。この言葉の選択には、筆者が作り手であるという立場が影響している。つまり筆者に
とって、ディテールは作り込まれた結果としての形状という意識が染み付いているからである。さら
にその質は、素材本来の質感であるうえに、結果として、何らかの因果関係により恣意的に作られた
という印象も持っている。なので、それを都市に当てはめると、そこに現れるディテールは計画的な
結果ではなかったとしても、人為的に繰り返された結果であるため、結果として意図的なものと想定
されうるものであるはずである。そのため、都市のあらゆる細部の集積を、ディテールと呼ぶ。 
 このディテールを基に導きだされる都市の構成は、作品の表現手法とも一致していることから、行
為の集積という一点から都市の姿をとらえることを試みる。さらに、細部の集積から全体像へと導く
作品からは、都市と似た、無限の広がりを彷彿させるとして、河原温の《日付絵画》を参考に言及し
ていく。このように、俯瞰と細部の集積を行き来する間に、都市の姿を垣間見ようと試みる 
  
 2-1 集積としての都市 
 
 まず、都市の圧倒的な集積にはじめて気がついたきっかけとなった出来事がある。「都市」をキー
ワードして制作を始めたばかりの頃、その言葉について悶々と考えながら、近所を眺めていた。その
時、ふと自分の足下のコンクリートから、電柱、信号、車、植木鉢も洗濯物も家もマンションもすべ
て誰かが作ったものであることに気がついた。もう少し視線をあげてみると、交差点から次の交差点
まで、見えないけれどさらに先の交差点まで、人工物が果てしなく広がっていた。それだけでも途方
に暮れそうになったが、これはまだ横浜市の住宅街である。この景色が首都高速道路で、世田谷区か
ら渋谷区を通過し千代田区に抜けていく途中に見える、所狭しと並んだ雑居ビルとなると、こんなに
も私たちは作り続けてしまったのだと圧倒される。さらに、このビル群の細部に目を凝らすと、過密
から飽和状態となっているのが見えてくる。 東京のこのような状況を、建築家であり、イギリスの上
院議員でもあるリチャード・ロジャース（英:Richard George Rogers, 1933-）は、1998 年のインタ
ビューで、日本人の住宅事情や社会制度を踏まえたうえで「日本人は都市により多くの私生活を負っ
ているのです。しかしそれにはスペースが必要でしょう？東京の景観はこんなことにも関連している
のではないでしょうか。」xxxixと答えている。まさに、いたるところで生活感が溢れ出してしまってい
るのだ。例えば、ビルの屋上にある洗濯物が干されたプレハブ小屋や、貯水タンクの脇にソファーと
パラソルを用意して作られた誰かが集まるための休憩所など、建築家の意図とはかけ離れた工夫が凝
らされている。誰かが作ったものの上から、居住者の小さな創意工夫が次々と追加される。そして、
このビル、そこのベランダ、さらに追加される細々とした手仕事の一つ一つは、誰かの時間と、意欲
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の痕跡なのである。これこそが、この節でディテールと呼ぶものである。それを感じながら改めて雑
居ビル群を見上げると、目がくらむほど細部が集積している。その隙間にから都市を眺めると、こん
なに圧倒的な存在感のある人工物は他にないだろうと確信した。目を凝らすと、様々な個人の思い入
れが見えてくる。その執心ともいえる記憶と痕跡の寄せ集めが、一体となって圧倒的な「都市」とい
う形態になっているのではないか。 
 この集積から見えてくる都市像について都市経済学の側面からジェイン・ジェイコブスと、数学的
な思考から都市像を導いた篠崎一男を参考に東京を原点にしながら進めていく。 
 そもそも都市の発生について考えると、まず、身の回りに必要なものを作ってくことから始まって
いることに気がつく。もちろん初めは都市と呼ばれるほど大規模なものではなく、集落や村と呼ばれ
るものだ。しかしそこで営まれる初めの小さな創意工夫が、都市の発生には必要なのである。これに
ついては、アメリカの都市研究家 ジェイン・ジェイコブスが都市経済論『都市の原理』xlにて主張し
ている、都市の起源は交易とともに始まったという説がある。この人と物が行き交うことで、人々は
他にないものを作り出し、利益を得ようとする。必然的に、今まで行われていた仕事に、新しい種類
の仕事を追加するということが進められた。これが繰り返されるため、都市は「より複雑で多岐なも
のになる」xliのだ。つまり、この新しい仕事の追加という点に、はじめの小さな創意工夫を見ることが
できる。この未熟な都市が「都市としての魅力」を伴っているとはいえない。しかし、ジェイン・ジ
ェイコブスは、この小さな都市の発生をきっかけに、様々な都市の経済的な発展という意味での成長、
そして衰退の事例を挙げている。その中で取りあげられているのは、実際に行われた多様な商品やサ
ービスの生産と開発をめぐる物語である。  
 ジェイン・ジェイコブスは現在でもアメリカでは経済学のみならず、実験心理学などにもその理論
が与える影響は大きい。そこで展開される理論には多くの国や地域に当てはめていくことができるが、
ここで本論の原点である日本の首都、東京へ立ち戻っていく。東京について語られるとき、その状況
を混沌と表現される。それが魅力であるとする都市論が多くあるように、筆者にとってもネガティブ
な印象には働かない。 
 例えば、レム・コールハースはしばしば東京にふれる建築家の 1人だ。独特な語り口で東京は「土
地が粒子のように細分化されている」xlii「よそでは建築規模がますます巨大化している（グローバル的
には、床面積 20 万平方メートル、高さ 300 メートルの超高層ビルが当たり前の発注になっている）
のに、東京はひたすらわが道を行く。その結果、てんでばらばらの原子カプセルがピクセル状に積み
重なっていく。決して一定の形にまとまることのない粒子都市」xliiiと描写する。「細分化」・「てん
でばらばら」・「粒子」といった言葉が東京の視覚的な印象をとらえている。 
 同じく建築家の篠崎一男は東京の状態を「混乱の美」xlivと定義した。その時代東京に充満していた
エネルギーから独特の美しさを感じていたのだろう。篠崎一男が都市について論じる 1960 年代初めの
東京の姿を「大数集合系の一単位のなかに生活する家族の記憶にのなかには、戦前以来の住居様式あ
るいは生活様式の記憶もまだ多く残っている一方、現在流行の住居スタイルについてのジャーナリズ
ム情報断片も混合される。」xlvと描写されている一文からは、現在取り巻く生活状況とは大きく異なる
だろう。しかし「魅力という言葉を当てはめるのがためらわれるような商店通りでも、人々の動き、
生活周りの装置に漂う生き生きとした表情が好きだ。」xlviと語る都市の印象は、状況は違うが魅力的
な要素は今でも味わうことができる。筆者もそのような都市が好きなのである。 
 では篠原一男が提示する「超大数集合都市」とはいったいどのような都市像なのか。「カオス都
市」から始まり「超大数集合都市」とよぶ東京をモデルにした都市像は一貫して数学的な概念から立
ち現れている。著書で述べられているように、都市は数の集合であり「数学的体系」そのものである
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と言い切る。その中でも住宅を「最小単位空間」とし完全に独立した存在として扱い、都市はその集
合の空間系であるとしている。加えて「生々しい具体性に彩られた個々の住宅と、巨大な都市構造は
不連続であるべき」xlviiと言う。ここでの不連続とは、個々の住宅で得られた手法の連続で巨大な都市
空間まで拡大していくことに対する「不」連続であり、さらに都市としての全体性を求めた恣意的な
コントロールに対する否定形である。建築物の反復により都市を構築するメタボリズムに対して、建
築家の山下秀之（1961－)は篠原一男の「カオス都市」を「六四年に篠原がカオスという言葉を使った
時、篠原は時流に乗ったモデル化された恣意的都市理想像メタボリズムと、完全に対極な軸をつくっ
た」xlviiiと位置づけた。メタボリズムが提示する冷酷なまでの反復と増殖とは対極に、現実の東京は
個々の異なる形状や意図で作られた造形で密集し、篠原が東京の下町で感じた「人間の集まり住む空
間の生命感」xlixで溢れている。この秩序のない雑然とした印象を受ける「カオス都市」から見いださ
れるある種の調和こそが我々の「東京」のイメージとなっているのだ。 
 不連続の集合が都市構造となるとき、「混乱の美」が生じてくるのではないか。この「美」に筆者
は危うさのような印象を受ける。それは「ある大きさの数量をこえた事物の集まりは、一般に、破壊
への準備段階にある」l と語られるものなのかもしれない。しかし都市における破壊とは具体的な暴力
的な破壊とは異なる。少しずつ、その質を変化させるように進む破壊を、次の項で言及していく。 
 
2-2 質的変異を超えて 

 
 

図 6 
《Twelve Sunday paintings from Today》1966-89 
W.254mm×H.330mm 
キャンバスにアクリル 
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 地図と都市の関係が、外側から眺めた視点から、内部に入り込む瞬間に切り替わるように、細部の
集積が、いつしか都市になる瞬間があるのではないか。そこで、質的変異をキーワードとして、河原
温(1932 ‒ 2914)の《Today》についてその制作行為から最終形態へと移行して行く過程について考察
する。 
 河原温の作品といってもそのシリーズは多岐にわたる。初期日本で制作していたドローイングや版
画のから始まり、その後いくつかの絵画を経てから展開される《Today》のシリーズや、河原温が無
事であることを電報で知らされる《I AM STILL ALIVE》やポストカードによる《I get up at》、そし
て河原温が会った人が《I Met》に、行った場所は《I Went》に記録される。ほかには 100 万年分の
西暦がタイプライターで打ち込まれた《100 万年-過去》《100 万年－未来》をそれぞれのカレンダー
を制作している。これらの一連の作品は、河原温の初期のドローイングである《浴室》や《物置小屋
の中の出来事》からは「増殖」というテーマを読み取ることができるがli、それは日本での作品制作期
以降も同様である。むしろその増殖の範囲が紙の上に収まりきらずに、拡張していったようでもある。
その増殖について、河原温自身は「量が一定の限界をこえると質的変異がおこるのはしごく当然のこ
とではないか」liiと述べている。その質的変異が自身の増殖を伴う表現と結びついているのではないか。
とくに日付を精密な手仕事でカンパスに書き込んだ《 
Today》図５が一同に並べられると、一つ一つのタブローとしての作品が群となり変異を起こし始める
ようにみえる。 
 ここで、まず《Today》の核となる規則について確認しておく。河原温の多くの作品は、作者自身
が決めたルールに従い日々制作された。そのなかでも《Today》シリーズのルールは、この制作行為
の継続させるために度々変更が加えられていることがその変遷からみることができる。残念なことに、
作家自身がこのシリーズについての明確なルールを残してはいない。しかしこのシリーズから読み取
ることのできる規則について東京都現代美術館が 1998 年に刊行したカタログに寄せられた名古屋市美
術館の学芸員山田諭による論文「河原温研究ノート： 《Today》シリーズについて」によると下記の
ルールが見えてくる。 
 

（1.）“Today”絵画は、「今日」の午前 0時から午後 12 時まで（24 時間以内）に、「今
日」の日付を描いて、制作、完成されなければならない。もし完成しない場合には、破棄
されなければならない。 
（2.）「今日」の日付は、制作場所の公用語による標準表記で描かれる。ローマ字を使用
しない場所（例えば、日本や韓国など）においては、世界共通語としてのエスペラント語
を使用する。尚、月名については省略形を使用する。 
（3.） “Today”絵画の制作場所において、「今日」の日付に発行された新聞を入手した場
合には、その新聞の切抜きを特製の収納箱に添付する。入手しなかった（できなかった）
場合には、その必要はない。 
（4.） “Today”絵画の制作記録は、ルーズリーフ•バインダー式の”Journal”に登録される。
その記録内容は、制作日付一覧、サブタイトル一覧（制作場所、年間通し番号、サイズ、
月間通し番号、日付、サブタイトル）、地色の絵具サンプル、制作場所の写真等とする。
liii 

 
 先に述べたように河原温自身による明確なルールが残されていないので、上記の規則とは著者の理
解、解釈によるものとなっている。しかしこの絵画の製作工程について細かく追跡していることから
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本論では上記の引用を行なった。この規則をさらに要約すると「製作期間について」「言語につい
て」「収集方法について」「収集の記録について」と言うことができるだろう。そこで (1.) の一日で
完成させなくてはならないという点に着目し、次にシリーズの最小単位である 1つの絵画の制作行程
について簡単ふれていく。 
 1 枚の《Today》の制作時間は 1日で完成という点から、最長で 24 時間だが、大抵は 6時間から 7
時間程度で完成しているようである liv。 もし時間について長すぎると感じるならば、試しにこの絵画
を手がけてみると実感できるだろう。6時間から 7時間、自らの行為を噛み締めるように丹念に描き
さえすれば、そこに掛けられている時間と行為を体感できるはずである。そして、河原温が技術的プ
ロセスのみが極めて確かなものであるとしていることから、この制作に掛けている時間と行為には重
要な意味が含まれているように感じるlv。それを強く感じさせるのが、描かれた日付は、一見活字を連
想されるが、それは精巧に描かれたものである点だろう。なぜ印刷した活字であるか否かに歴然とし
た差が生じるのか。そこには時間を費やし描かれ、眺められ、修正を重ねられた文字だけが得ること
ができる固有性が宿っている。その固有性は、作者が描き、費やした時間と引き換えに、実感となっ
て作者のもとに返ってくる実感に由来しているのではないか。制作時間と、制作行為は同時に進行し
ている。この 2つにより制作者にもたらされるのが実感である。つまりそれこそが河原温にとっての
極めて確かなことであり、それ故に、《Today》はその日を確かなものにするための行為であるため、
1日で描き終えなければならないのである。さらに、描かれた日付は書き溜められ、集積されることに
より《Today》シリーズの構成要素となり、全体を通してみたときにそれは細部となっていく。 
 前述した《Today》の規則の (3.) にあるように、１つの絵画は完成すると手製の箱に収められる。
《Today》シリーズが展示空間に配置されるとき、河原温は図 6のように好んで部屋の壁をぐるりと
めぐるように陳列したというlvi。そのように《 Today 》に囲まれるような空間では、恐らく 1枚で観
るとのは違う、威圧的な雰囲気が感じられそうである。この感覚は、制作者の主観からみたら、他者
以上にそれを実感したにちがいない。それを示唆していると思われるのが、河原温自身の 1966 年 5
月 29 日のサブタイトル「私は私の《Today》絵画を恐れている（I am afraid of my 
“Today”paintings）」である。これについて山田論はその恐怖の理由を次のように推測している。 
 

「”Today”シリーズにおける作者と絵画の相関関係が逆転して、主体である作者（自
己）が客体である絵画に支配され、”Today”シリーズに「今日」の日付を描くという行
為を強要されているような強迫観念に囚われているのである」lvii 

 
 強迫観念が上記のようなサブタイトルとなっているとしているが、筆者はそれに加えて、この時期
が 「量が一定の限界をこえると起こる質的変異」が起き始めた、もしくは作者自身がそのことを実感
しはじめた時なのではないかと推測する。 そしてその質的変異を実感できたのが、部屋の壁をぐるり
とめぐるように陳列することだったのではないか。 
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図 7 
1966 年、アトリエ内の様子 
 

 ここまで、《Today》の一つ一つの制作行為から始まり、集積し全体の質が変容する過程について述
べてきた。このシリーズ全体を見渡すと、一つ一つの絵画は細部でありながら、描く度に《Today》
のシステムにより全体を構成する一部へ吸収されていく構造が見えてくる。 
 この《Today》システムに見られる創造と吸収の連鎖と、それにより質的変異が起きる過程に、筆
者が求める都市の肖像への手がかりがあるように感じられる。少なくとも、都市の構成要素はそれぞ
れ作られた細部であり、それが集積して質が変容し「都市」と呼ばれている点に創造と吸収の連鎖を
見ることができる。もちろん、都市の場合、吸収するのは自らの行為ではなく、「都市」という得体
の知れない存在であるところは《Today》とは異なっている。この点が、筆者の都市に対しする恐怖
となっているのだろう。つまり、河原温が《Today》を始めた年に、肥大化する作品の集積を怖いと
言ったように、とっくに肥大化している都市に吸収されることに恐怖を感じるのだ。そこで、河原温
の《Today》における全体の制作プロセスにのみ注目してみると、その方法は、都市における複雑な
創造と蓄積の連鎖を定式化した 1つの例として成り立つのではないかと考える。 
  
2-3 細部の広がり 
 
 都市における細部の集積が、質的変異を超えて都市として立ち現れているのではないかと仮定した
とする。ここからは、今後も続くであろう都市における質的変異が、どのような方向に向かって行く
のかについて思い描いてみる。 
  
 細部の集積といっても、その広がり方は複雑で、単純に１カ所に堆く積もっていくものではない。
経済学の視点から見ればジェイン・ジェイコブスが『都市の原理』で述べるように、生産物は交易に
より拡散し、またそれぞれの場所から新たな生産を生み出す。これは実際に物や人の移動に委ねられ
ているが、私たちの現状をみると、実際の移動がなくても、情報は知っているということがしばしば
起こっており、意図しなくても入ってくる情報から逃れることは難しい。このように、急速に発展し
ているメディアによって人と場所の新しい関係ができることは多くの人々に認識されている。ジョシ
ュア・メイロウィッツ（米：Joshua Meyrowitz,1949-）は著書『場所感の喪失•上 電子メディアが社
会的行動に及ぼす影響』にてコミュニケーション学の視点から、メディアによる経験や、新たな可能
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性について述べている。その中でも、場所と人の結びつきについて触れられている次の引用は、たび
たび経験したことのあるものである。 
 

視聴者たちは、ちょうどテレビで見た人物と「会った」ことがあると感じるかもしれない
のと同じように、自分たちが見た場所を「訪れた」ことがあると感じるかもしれない。
（実際のところ、私たちがおのおの、さまざまなものごとや場所や人々についてテレビを
通して得ている幾百万もの思い出させることのない「経験」は、私たちが実際に現実生活
でそれらを経験するときにはしばしばデジャ•ヴュ感を生じさせることになるかもしれな
い）lviii 

 
 実際、このような経験をしたことはないだろうか。筆者は 2012 年にドイツのフランクフルトを訪れ
た際に似たような経験をした。その年はちょうど欧州債務危機についてメディアで頻繁に取りあげら
れている時期であり、その度に欧州中央銀行（現在、旧本店となっているユーロタワー）の星に囲ま
れたユーロマークが象徴的に映し出されることが多かった。実際、フランクフルト駅から大通りを真
っすぐ進んだ場所にある開けた広場で、その見慣れた青いユーロマークが目に飛び込んできたとき、
急に良く知っている場所のように感じられたのだ。不思議な感覚であったが、メイロウィッツのいう
デジャ・ヴュ感だったのだろう。このような経験が起こる可能性は、情報技術により急速に高まりつ
つあるといえる。 
 このように、明確な記憶の一致ではなくても、ただなんとなく似ているように感じるということも
ある。 
例えば、どこの駅前もたいてい同じような作りで、印象も似ているから私たちは電車が到着するとす
ぐに駅名を探す。名前だけがその場所を結びつける確かな手がかりとなっている。これはジュシュア•
メイロウィッツのいうデジャ•ヴュ感とは質が異なる。この記憶の類似がメディアによるものなのか、
経験によるものなのか、またはその両方か、もはや見分けがつかない。このデジャ•ヴュ感はレム・コ
ールハース（蘭：Rem Koolhaas,1944- ）が現代都市をジェネリック•シティlixと呼び「どれも似たり
寄ったり」という経験なのではないか。 
 このレム・コールハースがジェネリック・シティと呼ぶ現代都市の均質化は、都市の単純化ではな
い。むしろ、都市がすべてを飲み込み、集積を重ねた末、アイデンティティが削ぎ落された結果であ
るとされている。さらに、このジェネリック・シティは世界中に広がりつつある現象であるともして
いる。このような状況から、先に述べたロサンゼルスの例を思い出す。この都市は平で、拡散と共に
いくつもの核が点在する都市構成が、近未来的であるとされている。ケヴィン・リンチの調査による
と、ロサンゼルスを総括する表現は「広がりきった」「広々とした」「形がはっきりしない」「中心
になるものがない」lxと住民は答えたという。しかしその要因は移動手段が車であるためだとするのが
一般的である。そのスピード感が、都市の細部を後方に置き去りにし、都市全体を人工的なスケール
から、自然的なスケールに押し広げている。その結果、ロサンゼルスは都市機能が分散し、全体の印
象としては希薄であるが、政治的、経済的には都市と呼ばれるものに分類されているlxi。このロサンゼ
ルスをモデルにすると、点在している核にジェネリック•シティ当てはめることができる。すると各地
に点在しているジェネリック・シティを、飛行機やコンピュータ•ネットワークが繋いでおり、いささ
か大げさかもしれないが、そのスピード感は都市のスケールを地球規模に押し広げているといえるだ
ろう。つまり、私たちが都市について語るとき、もはや単体で扱うことはできなく、それらを繋ぎ合
わせた全体を見る必要があるのではないか。 
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 最後に、自作で求める都市の細部について次のようにまとめる。まず、都市のディテールとなる
様々な人工物が密集し、それらは時間と共に増殖する。このディテールと時間により、都市はあらゆ
るものを飲み込み、巨大化していく。さらに、その渦中にいる私たちは、至るところに存在している
都市を行き来し、記憶の中で結びつけ拡張していく。それは結果的にさらに都市を拡大しているとい
えるだろう。その状況からみえてくる都市像は、あらゆるディテールを飲み込んで、一体となりつつ
ある姿ではないか。 
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第３章  
《Tokyo》から始まる半透明の都市について                                  
 
 本章では、自作《Tokyo》と、その後に制作した《Tokyo - skin no.1》《Tokyo - skin no.2》を中
心に検証する。対照的な印象の２作品を同じ章の中に収めるのは《Tokyo》と《Tokyo - skin no.1》
と《Tokyo - skin no.2》は、逆の制作手法を展開させているようでありながら、同じ「積層」のキー
ワードを共有しているからである。そこで《Tokyo》の積層について述べた後に、 《Tokyo - skin 
no.1》から《Tokyo - skin no.2》へと展開した経緯を説明する。 
 
3-1《Tokyo》 
 
 2013 年に大学院修了作品として制作した自作《Tokyo》(図 1、図 7)は、「時間の蓄積」をテーマに
制作した。この作品を制作していた当時は「制作行為の蓄積」＝「都市における時間の蓄積」である
と単純に信じて、作品表現に突き進んでいた。この作品での制作行為とはひたすら鉄の棒材を溶接し
続けることであり、時間をかければかけるほど、作品の密度が増していく。この行為と時間を費やす
過程で、筆者の中の東京のイメージがいつしか鉄の重みと一体になり作品として現れたとき、体の中
から老廃物が何一つなくなったような感覚になり、大きな満足感を覚える作品が完成した。最近、改
めてこの作品について考えたときに「半透明な時間の表現」として捉えることができるのではないか
と考えている。制作当時抱いていたイメージまで出来るだけくわしく説明をし、それをもとにして
《Tokyo》の「半透明な表現」について考察する。そこで、この作品にとって重要な地図について、
それを作品に取り入れることになった経緯から説明していくことにする。 

  
図 8 
《Tokyo》2013 年 
W.1000mm×D.1000mm×H.200mm 
鉄 
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  まず、この作品は、都市に対する畏怖の念を抱いていることに気がつき制作した初めての作品で
ある。 
 素材は鉄で、2ミリから 4ミリの細い棒材を使用している。重複するが、それをひたすら網目状に
溶接し構築していく。全体の構造は、直径 1メートル、高さ 15 センチの円形が床に横たわっている立
体作品である。そしてその 1メートルの円盤を床から 5センチの隙間を作り展示する。この床からの
隙間があることにより、鉄の網目状の作品に光が当てられると、一部の通過した光が床に複雑な陰を
描く。次に、この作品の印象を説明するために、制作行程を簡単に説明しておかなくてはならない。
なぜならば、自作において制作行程とその間の行為の関わりが、重要であると感じているからである。 
初めにモチーフとなる東京の地図に描かれている道を、すべて鉄の棒材に置き換えることから始まる。
《Tokyo》では初めに戦後まもない時期の東京の地図を使用し、その後、制作を進めていくなかで
2012 年の地図も使用している。そこで戦後の地図を鉄に置き換えることから始める。地図の上で道の
長さにあわせて棒材を切り、溶接する位置と角度を確認しながら一つずつ繋げていく。 
 

 
図 9 
2012 年撮影、1層目の地図 

 
 この行程を終え、地図上のすべての道を鉄の棒材に置き換えると、薄い網状になった直径 1メート
ルの地図ができあがる(図８)。そしてその上に棒材をさらに溶接し、「高さ」を作り出していく。同じ
ように鉄を溶接で繋ぎながら組み上げていくのだが、この作品では、戦前から制作していた 2012 年ま
で昔と変わらず残っている道は、意図的に鉄の集積のなかに埋没しないように残しておきながら進め
た。つまり、最終的に作品の上面となる面に、残しておいた道だけが埋もれることなく、他の重なり
合う棒材とに比べてすこしはっきりと強く見えるようにするのである。具体的には、「残す道」の高
さを出す為にまず、柱のように道に対して垂直に棒を溶接する。道の曲がり目にもう 2本の柱となる
鉄を溶接したら、下の道にあわせて水平に鉄を溶接する。そうすると、元の地図の道に高さが加えら
れた状態が出来上がる。「残す道」の部分はこの作業を繰り返しながら徐々に薄い鉄の地図に高さを
持たせていく。そして「残さない道」は高さをもたせた「残す道」を中心にして棒材でつないだり、
その棒材からさらに下の道を棒材で結んだりして、徐々に積層する鉄の中に埋没して、最終的に地図
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上の道ははっきりと見えなくしてしまう。筆者が考えていた「混沌とした都市」である東京を表現す
るために、最終的により複雑に見えるように、鉄を入り組ませひたすら溶接を続ける。この過程を
「制作行為の蓄積」＝「都市における時間の蓄積」であると考えていた。つまり、作品に対して行う
行為の量が、視覚的な複雑さと単純さに比例する作品なのである。  
 この制作行程を進めていく中で、より複雑に棒材を入り組ませ、それを地図の上に堆積することで
東京の混沌とした都市像を表現することを試みた。それは、迫ってくるような迫力のあるビル群、広
い歩道が整備された華やかな通り、それとはまた違う、車がすれ違うこともできないような道が入り
組んだ住宅街など、さまざまな要素が狭い範囲に密集しているというだけではない。ここで思い描い
ていた混沌とした都市とは、東京の町並みを視覚のみにより捉えた印象だけではなかったといえる。
つまり視覚以外の、嗅覚、聴覚などあらゆる器官を通じて捉えた、総合的な印象が、筆者に混沌とい
うイメージをもたらしたのだ。それは、隙間の淀んだ場所で感じられる、懐かしいような埃臭さであ
り、まさに都市の生々しさであったりする。それらすべての感覚を総合した結果、雑然とした印象を
導き出したのである。そして、それこそが東京が時間の蓄積によって作り出してきた印象であると気
がついたのである。もう一度ここで、制作行為と、東京の印象を繋げてみると、筆者が作り出す地図
上の堆積は、どの都市にも均一に降り積もる時間の層のイメージであると考えている。鉄をくりかえ
し溶接し積層する行為は「時間の蓄積」なのである。つまりどんな場所にも均一に積もる埃のような
時間の層を連想するものなのだ。この時期、図９のような積層をイメージしたメモをいくつか描いて
いるが、重なりながらも半透明な印象を探っていた。それを造形に置き換えた《Tokyo》は、棒材の
集積が増すほど、元の地図は原型がわからなくなるが、まったくなくなる訳ではなく、少しずつ存在
感が希薄になっていく、時間の感覚を意識していた。そして最終的に、この時間の層で、完全に地図
の存在を打ち消すことはできずに完成する。積層させた棒材は、半透明における「濁り」となるので
ある。 
 実際に作品を構成している一本一本の鉄は、光を投下しない不透明な性質のものである。しかし、
作品全体が光の一部を投下し、埋もれた最下層の地図を認識させることで、この作品は半透明な印象
をもたらしている。さらに私は溶接をひたすら繰り返す行為を、まるで埃が時間の経過と共に降り積
もるかのように行っていた。そして蓄積が増すにつれて、下の地図がぼやけるかのように見えにくく
なる視覚的な効果は、まさに積もり行く埃のようである。埃が「流れ行く時間の痕跡」であるとする
ならば、《Tokyo》は、その時間の痕跡である「埃」にあたる部分であるのかもしれない。するとま
さにこの作品はそれ自体が半透明な時間のヴェールであり、鉄を用いた半透明な立体表現であると考
えられる。《Tokyo》について一通りみたところで、最後に出てきた埃から導き出される「半透明」
と積層について考察する。 
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図 10 
2012 年のメモより。積層のイメージ 

 
 
 《Tokyo》で地図を鉄で組み上げていくのは、最終的に東京の地図が埋もれることなく、かすかに面
影がのこるようにしたことで、全体的な半透明なイメージを持たせるためであった。そのイメージの
原点は、時間が経つにつれてぼやけていく過去についていて思いを巡らせてみるところから始まって
いる。おそらく過去の記憶が少しずつ曖昧になっていき、どこか遠いところに行ってしまいそうに感
じるのは筆者だけではないだろう。そうするといったい、自身と不鮮明になっていく記憶の間に何が
あるのか。その答えの 1つが「時間」であると考える。なぜならば、時間の経過と共に記憶が曖昧に
なっていくのは、「私」と「記憶」の間に「時間」が現在進行型で存在感をましてゆくものと捉える
からである。そのために、「記憶が曖昧になっていく」とは、つまり対象がはっきりと見えなくなっ
てくるのだ。そう考えると、ますますその時間は半透明性を帯びてくるように感じられる。 
 過去と現在の間にある時間を、薄い半透明な物質として捉えると、その堆積により対象がぼやけて
いく印象に近づく。ここで、蓄積する半透明な物質について、イメージから明確な物質にするために、
岡田温司（1954 -）の『半透明の美学』の埃の美しさについて書かれた文を引用することにする。そ
こでは 17 世紀から 18 世紀の静物画で描かれている埃について次のように語られている。 
 

たとえば、エヴァリスト•バスケニス（1617-77）の《楽器のある静物》のような作品。
縞模様の施されたリュートの丸い背面の上にうっすらと膜をつくる埃の粒。ごく薄いその
ヴェールはかすかな光を跳ね返しつつ、流れゆく時間の痕跡をわたしたちに見せている。
そこには、指で触れられた跡が表現されているものもあって、その部分だけは、この時間
のヴェールが消し去られているlxii。 

 
 時間が経つほど降り積もる埃を「流れ行く時間の痕跡」であるとし、その膜がうっすらと積もるこ
とで描かれた静物は本来のディテールではない表情となる。つまり、埃の下にある対象の印象を保持
したまま、半透明な物質がそれを少しぼやかしているのだ。この現象は、時間の蓄積が具体的な形体
を伴いながら進行していく。この引用の後に、岡田温司は「埃とは、時間があらゆるものの上に残し
ていく半透明の灰色のヴェールである」 lxiiiとも述べている。さらに、静物画の埃が拭い去られた部分
を「時間のヴェールが消し去られている」とする一文には、降り積もった時間に対する、時間の逆行
さえ解釈することができる。この一節を読んだときに、古い発掘された道具や器物の表面についた固
くなった汚れを取っているときの感覚が思い出される。それは、ここで引用されている絵画の中の埃
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のように軽いものではなく、とても長い年月が経ったため押し固められたような埃である。その下に
ある本来の姿を見たいという欲望から、硬化した時間を引きはがしていく行為は、まさに時間を遡っ
ているような錯覚に陥る。つまり時間のヴェールを消し去っているのだ。 
 このように過去と現在の間にある時間を、薄い半透明な物質であると捉えると、それは埃のように
時間の経過と比例して降り積もり、次第に半透明なヴェールとなってあらわれる様子をイメージする。
すると、この降り積もっているのはいったいなんなのか。降り積もった瞬間の何かに、作品として見
つけ出すことはできないのだろうか。図 10 で描かれるような表層の時間を捉えようとする試みが、次
の作品《Tokyo - skin no.1》《Tokyo - skin no.2》に繋がった。  
 

 
図 11 
2012 年のメモより 

 
 
 
 
3-2《Tokyo - skin no.1》《Tokyo - skin no.2》 
 
 ここでもう一度、《Tokyo》を制作していたときのことを振り返ってみる。半透明な時間のヴェー
ルを、網状の鉄の層で表現した《Tokyo》の制作を進めていく途中で、次第に表現手法を続けること
が、本当に都市の全体像を描き出せているのかと迷うようになった。その理由として、鉄の集積を積
み上げるほど、ヴェールがマッスに変化していくことに違和感を覚えつつ、しかしその不安を解消す
るかのように闇雲に集積を続けていることに気がついてしまったのである。そこで、作品を重厚にす
ることが、都市のイメージを現前させることなのか自問すると、それだけでは物足りなさを感じた。
つまり闇雲な集積は無意味な物量を増殖させているだけで、どんどん変化していく都市のイメージを
追いかけることではなかった。むしろその変化についていくことができないまま置いていかれている
ように感じていく中で、私が求める都市のイメージに足りない要素もまた浮かび上がってくることに
なった。そこで変わりゆく都市の変化、つまりすぐに過去の一部となってしまう瞬間を表現に取り入
れることを新たな課題とした。その初めの解答として、新しい素材と方法論を取り入れた《Tokyo - 
skin no.1》(図 11)《Tokyo - skin no.2》(図 12)を制作した。 
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図 12 
《Tokyo-skin no.1》2013 年 
W.260mm×D.260mm×H.10mm 
鉄、木、膠、ミラーシート 
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図 13 
《Tokyo-skin no.2》2013 年 
W.260mm×D.260mm×H.20mm 
鉄、木、膠、ミラーシート 

 
 この試みは、《Tokyo》を制作していたときに比べて、都市や地図のキーワードからいったん距離
を置いた、素材に対する実験としての意味が強い。そこで、過去から現在になる一瞬の変化を求める
ために、今迄の蓄積させる手法から、逆に物質を削り取ることで、新しい表現の探求を行った。これ
までの《Tokyo》では、時間が埃のように降り積もるように、つまり経過する時間が残した痕跡とし
ての積層を方法論と捉えて制作をしていた。そうすることで積層は、言い換えると降り積もってしま
った過去の時間であり、降り積もったら最後、それはすぐに過去の一部になった。そこで新しい試み
は、「積層をはぎ取ることで薄い皮膜のような、降り積もったばかりの層を得ることができるのでは
ないか」という一案をきっかけとして始めた。そこでまず、素材は時間をかけて少しずつ成長する木
を選択した。木は時間との結びつきが強く感じられる。重視したのは木材が繊維の集合であり、そこ
が時間の積層という感覚と結びつく点である。木の成長とそれにかかる時間を考えると、木の繊維一
本ずつに刻まれているように感じる。成長の集合体である 1本の木には、自身が過ごした時間が内包
されているのである。そこから製材された木材について言えるのは、その木が生きていた時間の一部
が切り取られて、もしくはばらばらになっているということである。このような意味で選択した木を、
時間の痕跡として薄いヴェールのように剥がしとり、過去に埋没する瞬間の１層を捉えることにした
(図 13)。 
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図 14 
2013 年のメモより 

 
 削り取ることで木がバラバラにならないように表面に膠を塗り、膠の裏側に木の繊維がわずかに残
るまで削り込む。するともっとも薄い箇所ではほとんど透明にみえるほどになった。薄くしていくと
きは、膠の裏側に木が成長した瞬間の細胞だけを残すようなイメージで削っていく。薄くなった木は、
湿度の変化などで表面が盛り上がり、割れて反り返り、意図しない表情が表面に見られるようになっ
た。初めは、このような結果になることを、素材をコントロールできないように感じて満足すること
ができなかった。そこで、表面の仕上がりを調整しようとして、強度の増すためにより強い塗装を使
うなどをやってみが、結果は不自然な表情になる一方であった。本来なら、薄く削り取ると割れて、
めくれ上がることがこの素材にとって自然な変化であるにもかかわらず、作家の意思による素材への
強制的な干渉が、素材の意思を抑圧しているように感じられた。そこで、改めて初めの結果を受け入
れ、割れやうねりを強調するように、あえて元の木の厚みを残し、部分的に薄く割れた表情を見せて
いく方向に進めることにした。この結果、半透明になるほど削る部分が、割れると上向きにめくれ上
がり、あたかも木から剥離したような表情を得ることができた(図 14)。 

  
図 15 
《Tokyo-skin no.2》部分 2013 
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 この《Tokyo - skin no.1》と《Tokyo - skin no.2》では時間の積層から 1枚分の時間の層を剥がし
とることを出発点として始めた。制作中は、素材が提示する表情と、求める表情の差異から生じる葛
藤のため、意識はほとんど素材のことについて集中しながらの制作となった。そのため結果として出
来上がったこの 2点も、自分にとって材料実験の結果で止まってしまっているように感じていた。し
かし、この作品を作る最大の原点は、前作《Tokyo》で行った蓄積の制作論に対する検証である。つ
まり、時間の積層を感じさせたいという意図で制作し、結果として無意味な物量の増殖に陥ってしま
った前作の方法論を、木を意味のある物量の増殖であるとすることで、蓄積する時間を再発見するこ
とが目的であった。そして《 Tokyo 》の逆説として《Tokyo - skin no.1》・《Tokyo - skin no.2》
で、母体から表面の薄い膜が剥離するような表情を作り出した。この点で《Tokyo》と《Tokyo - skin 
no.1》・《Tokyo - skin no.2》は一見、逆の制作論を展開させているようでありながら、同じ「積
層」のキーワードを共有している。そしてキャプションにもなっているようにそこには人の皮膚のイ
メージを取り入れた。皮膚は何かしら内部からの影響を受けて生成され、時がくるとそれが表面に出
現し、さらにはがれ落ちてなくなる。しかしその皮膚の持ち主たちは、その些細な生成と離脱を気に
も留めない。それでも皮膚は私たちの肉体の最上層で、そのサイクルを永遠に繰り返すのである。私
たちも、都市が生成と破壊を繰り返しているにもかかわらず、その変化は意識をしていないと忘れて
しまうような出来事であり、そのサイクルに飲み込まれている。 
 そこで改めて、高さを圧縮し強制的に 2次元に変換した地図から感じられる、リアルな都市の経験
よりも複雑な生々しさを、皮膚と内部の肉体の関係と重ね合わせて考えてみる。そうすると、地図と
衛星写真が何かにびっしり張り付いているように感じられ、さらにそこから感じる都市の生々しい変
化とは、肉体としての内部を覆っている皮膚があるからではないか。そうすると、その皮膚にあたる
ものは、肉体の最上層にある、出現したばかりの都市である。《Tokyo - skin no.1》と《Tokyo - 
skin no.2》で薄く削り取り、だんだんと透明になってくる膜を見ながら、現在の真新しい時間の姿を
見る可能性に近づけたように感じられた。 
 
3-3「積層」から「集積」へ 
 
 ここまで半透明としての都市として、修士の修了制作である《Tokyo》と博士課程の初めに制作し
た《Tokyo - skin no.1》《Tokyo - skin no.2》について述べてきた。その過程からで半透明化する都
市における時間の表現を発見した。皮膚をキーワードに展開させた表現は今までの鉄の作品とは異な
るアプローチであったが、「積層」に対してどのように作品展開していくかの試行錯誤が結果として
作品となっている。本章で繰り返し取りあげた「積層」は都市と時間の関係性の視覚化なのである。 
 筆者は「積層」を素材の性質に見つけ出そうとしてきた。だが次第にその素材に対する態度に懐疑
的になってきた。その疑いは次の作品から次第に解消されていくようになる。展開を進めるに連れて
「積層」を再解釈し「集積」へと表現を変え、作人に再び現れるようになった。次の展開へと移行す
る前にここで筆者が求める「積層」から「集積」への転換とその違いについて簡単に述べておくこと
にする。 
 本論で用いてきた「積層」という言葉の選択が誤解を招かぬように表明しておきたいのが、層が重
なり合あっているという状態が実際の都市で明確に確認でるわけではないし、古代都市などが発掘さ
れるなどの事態をここで語るつもりはない。本論での都市とは、人々が活動している生きた都市であ
る。ではどこに「積層」を見いだしたのかというと、都市と時間の関係性の表現であった。一定の早
さで進んでいく時間と共に整然と積み上がっていく見えない層を作品に求めていた。しかし実際の都
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市の面白さとは古いものも新しいものも混在している混沌とした状態であることに気がついたときか
ら、お行儀のいい「積層」からより複雑で雑多な状況を彷彿させる「集積」へと移行していった。つ
まりこの言葉から連想させる状況の違いで使い分けることにしている。 
 しかし「積層」にしても「集積」にしても筆者は共通した「半透明」なイメージを抱いている。つ
まり上述してきたような積層により下層の状態が曇ってくるなどの現象である。それは上層から見て
も積層している状態がわかるという意味として考えている。それ故に鉄を溶接した作品も、後述する
文字の刻印の作品も集積の痕跡が明らかに見える状態を作り出してきた。 
 作品自体の「重さ」に着目しても、鉄を溶接し密集させた《Tokyo》と削り取る《Tokyo - skin 
no.1》・《Tokyo - skin no.2》では対照的な結果をもたらした。密度と素材の重さが比例して増えて
いく前者に対して、後者はひたすら重さを取り除いた。これらを経験した次の刻印の展開からは重さ
は初めから終わりまで変わることなく完成へと目指す表現となる。制作を進めるほど密度が増すとい
う点では《Tokyo》と共通している。しかし増えていくのは素材の重さではない。次の章からは「意
味の重さ」を追求していく。 
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第４章  
地図の分解                                    
 本項より新しい表現を求めて始めた、文字と刻印を使った表現に移り変わっていく。言葉という明
確な意味を持つ記号を集積させることで、より複雑な混乱状態を得ることができるようになった経緯
について説明していく。 

    
図 16 
《Cities&Names1990》2014 年 
W.900mm×D.520×H.20mm 
アルミ 

        
図 17 
《Cities&Names2012》2014 年 
W.700mm×D.520mm×H.20mm 
アルミ 
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4-1 自作《Cities & Names 1990》《Cities & Names 2012》における地図の分解 
 
 《Tokyo ‒ skin no.1》と《Tokyo - skin no.2》で、一枚目の積層を捕える作品を制作したことは、
それまでに執着していた物質の積層による時間の表現にひとまず区切りをつけるきっかけとなった。
なぜなら、このまま素材の積層と剥離を続けていくことに対する危機感を感じるようになっていた。
筆者自身が素材に甘えすぎているのではないかと気がついたときに、この不安が現れた。その甘えと
は、素材の変化は、筆者の都市のイメージを代弁することができるという期待である。しかしこの期
待は、素材の実験を経験した後から徐々に、思っていたようにいかなくなってきていた。特に、
《Tokyo - skin no.1》と《Tokyo - skin no.2》ではキーワードを素材と時間の 2つに割り切っていた
こともあり、そこに都市のイメージを追加しにくい状態に陥ってしまっていた。そこでもう一度、
「都市」について改めて考え直すことにした。 
 そのような状態では制作が進まず、その間はイメージを書き留めるようなドローイングをしていた。
この時期に描いたドローイングが、《Cities & Names 1990》(図 15)《Cities&Names2012》(図 16)
の制作に至る契機となった。まず、「都市」と「時間」この 2つのキーワードを中心にドローイング
を重ねた。何枚か描くうちに出てくる抽象的な線の遊びは、私にとって柔軟体操のような効果がある
ことに気がついた。 特に「時間」について考えながらいくつか進めているうちに、渦巻きや、螺旋な
ど、中心から拡がるようなイメージを多く描いていることが次第にわかった。しかしそのままドロー
イングを何枚か描き進めながらも、なかなか作品のイメージのきっかけが掴めない日が続いた。それ
が 2013 年の 12 月末である。 
 年末だったので身の回りを整理していたときに、存在もすっかり忘れていた地図をみつけた。それ
は 1990 年に制作されたソビエト連邦を中心に描いているもので、西はヨーロッパから東はアラスカの
一部が含まれており、日本も関東までは入っている。北極点が画面の上部中央にあり、南はモンゴル
と中国の北の端が少し入る範囲で、地図全体で南半球の半分以上が描かれていた。図法は方位図法で、
画面上部中央の北極点を中心に放射状に経線が伸び、緯線は半円を描いている。地図の範囲も広い上
に、そこに描かれた海や山、河、都市を指し占めす名前がびっしり書き込まれていることに圧倒され
た。その衝撃を忘れることができなかったので、そこに書かれた都市の名前だけを(図 17)のように書
き出してみると、その文字全体が弧を描くのをみて、ドローイングで描いていた螺旋や、中心から拡
がる線と印象が重なることに気がついた(図 18)。補足として、このドローイングの中央上部が空白に
なっているのは、そこにはソ連の各都市の説明が地図の上に書かれていたためである。この初めての
ドローイングでは、都市の名前だけでなく、緯線に沿っていた文字を基準に書き出したので、海や国
名も含まれている。最終的に作品にするときに、都市の名前だけに限定したのは、国名を入れるだけ
で、書いていないはずの国境の存在を感じさせてしまうことに抵抗を感じたからである(図 12)。 
 

 
図 18 
地図の上にトレーシングペーパーをしき、都市の名前だけを書き写す。（部分） 
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 国の存在が見えてくると、書かれてないはずの国境線をなんとなく意識してしまう。もしこのドロ
ーイングに国境線が描かれていたら、文字の流れはその線によって阻まれてしまうだろう。この流れ
を遮るものは、たとえ書かれていなくてもそれを想像させる要素も排除した。元の地図に描かれてい
る大陸の輪郭がぼんやりと曖昧になり、右から左に流れる印象を大切にした結果である。 
 この文字のドローイングの後に、文字だけを描いたものの対として、地図に描かれた道だけ書き出
したものも描いてみた(図 19)。予想していた通り、線は首都を中心に外側に蜘蛛の巣のように拡がっ
た。このドローイングの左下のほうでは、目を凝らして道らしき線を探したが、モスクワほど密集し
てなく、短い途切れた線をいくつか確認できるだけだった。もっと道でびっしりになるのかと期待し
ていたので、正直、思っていたような結果が得られなかった不満が残ったまま、このドローイングは
完成となる。 
 この 2 枚を並べてみたときの印象の違いは新鮮であった。流れるように軽やかな文字と、地面に這
うような蜘蛛の巣上の線。この 2枚を重ね合わせると、おおよそ元の地図のようになるが、バラバラ
にするとその面影は半分になる。道のドローイングからは流れているような印象はなく、むしろ地形
に沿ってぴったりと張り付いているように感じられる。では、名前のドローイングが流れているよう
に感じるのはその文字の並びから受け取る印象なのだろうか。それだけではないのではないと疑うの
は、元の地図に書かれたときの名前の印象とも、やはり違うように見えるからである。たしかに名前
は地図の緯線に沿うように全体が大きな円を描いている。しかし、そこから文字だけを書き出すと、
地図から分離した文字は、その母体を失い、しかし意味はしっかりと持ったまま、本来の役割から解
放されたかのように浮遊しはじめるのではないか。つまり、都市の名前は地図上にあると、都市の名
前であると同時に「場所を指し示す」役割が自動的に課せられている。そこで指し示す場所から解放
させると、居場所を失った名前はその場に浮遊する。そしてたちまち本来の都市を指し示す名前にな
る。つまり、名前のドローイングから受ける浮遊した印象は、地図からの解放なのではないか。そし
て地図から抜け出して身軽になった名前は、大きな円を描きながら、逃れることのできない時間の流
れに、身を任せている印象を得ることができた。この本来は 1枚の地図を、要素によって書き分ける
行為は、地図を分解していたと考えている。 
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図 19 
1990 年の地図を元に、文字だけ描いたドローイング 
W.900mm×D.520mm 
トレーシングペーパー、インク 
 

 
図 20 
1990 年に制作された地図から道だけ書き出したドローイング 
W.900mm×D.520mm 
トレーシングペーパー、インク 
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 この偶然の発見と、ドローイングが契機となり、それを作品にしたのが《Cities & Names 1990》
《Cities & Names 2012》の 2 作である。この西暦は、使用した地図が 1990 年と、2012 年につくら
れた年である。それぞれの地図と同じ大きさのアルミ板に地図を貼付け、その上から都市の名前だけ
刻印していく。すべて刻印したら、地図を剥がして、アルミを黒く塗装する。そして針のようなニー
ドルで塗装を剥がすと、都市の名前だけが光を受けて反射する。粒子の細かいマットな塗装に、文字
が光を反射し白く浮かび上がると、それは長時間露光撮影で撮影した星のように見えるのだ。 
 これが本作の第一印象になる。この印象に、都市のイメージの更新を重ね合わせようとした。この
星の観測では、カメラのシャッターを一定の時間開放し、その間に動いた星が夜空に線を描く。この
撮影方法では、一瞬でシャッターを閉じてしまう撮影では捕えられない、目で見ていても気がつかな
いような、対象物の変化を、光の痕跡として記録している。同じ方法で、個々の都市の変化の形跡を
撮影することはもちろん可能だろう。しかし、留まることのない都市の変化は、一つの都市だけに限
らず、様々な都市において同時進行している。だから、ある都市で脈々と継続する変化を感じても、
その都市から離れた途端、一瞬でその印象は過去の中に置いてきぼりにされてしまう。これが、都市
が魅力的に見える理由の一つであると同時に、いくつかの都市を同時に経験することができないとい
うジレンマに陥る。もちろん、この物理的な壁を乗り越えることはできない。しかし、私たちは、そ
れを頭の中で想像したり、組み合わせたりすることができる。そこで、長時間露光撮影の印象を借用
し、二度と同じ光を地球に届けることのない星の光のように、時間のなかに残された都市が変化した
残像が、短い弧を描きながら、全体は大きな力に押し流された光の痕跡のような作品を制作した。 
 本作の制作動機は、地図から文字を書き出すことから始まった。この地図から文字を分離する行為
は、その後の作品展開でも展開されていく。しかし本作以降は、実際の地図に描かれている文字の配
列からも解放されて、書き出した文字をコラージュのように重ね、まったくバラバラにするなどの展
開が進んでいく。 
 

 
図 21 
2013 年のメモ 
 
4-２ 《内在する都市１》《内在する都市２》 
 《Cities & Names 1990》《Cities & Names 2012》で地図から文字を抜き出したあとも、同じ手
法で違う地図のドローイングをいくつか制作した。それは北極点を中心に円を描くように配置したり、
または円弧が一致するように重ねたり、1つのトレーシングペーパーに異なる地図を 2枚分重ねてド
ローイングをするなどしていた(図 23、図 24)。これらの実験は、《Cities & Names 1990》《Cities 
& Names 2012》で得た、半円を描きながら流れた文字の流れを、恣意的に配置していくことに繋が
っていく。しかしその構成は、どれも螺旋や回転を意識した構図は継続していた。ここから徐々に、
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以前よりも時間を重視したものから、自分自身と、そこに描かれている都市との関係を意識するよう
になっていく。 

   
図 22 
左:3 枚のドローイングを文字が回転するように配置 

図 23 
右:地図のドローイングを回転させて重ね合わせた 
 

 それを繰り返すうち、徐々に地図の配列という制約からも解放され始めている感覚を掴んだのが、1
つのトレーシングペーパーに異なる地図を２枚分重ねたドローイングである(図 25、図 26)。これは初
めにヨーロッパの一部を紙に写し、その後にアメリカの地図を重ねてさらに書き写す。文字が重なる
表情を確認したかったので、あえて文字の密度が高い地域を選んでいる。そうすることで文字が重な
り、交差する箇所が生まれてきた(図 14)。このドローイングで、本来読むことを目的としている文字
を、それすら困難になるような状況をつくりだしていることが、地図から文字を分離させたとき以上
に、地図としての役割から離れていくような感覚を掴むことができた。そのような状態を筆者は意図
的につくることができ、さらに、地図本来の配列を操作して、恣意的に重ね合わせることができる。
ここで意図しているのは、地形や距離に関係なく、自己のなかに包括されていく空間の連結である。
これを地図から分離した文字を使ったコラージュのようであると考えた。 
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図 24 
 1 枚のトレーシングペーパーに２枚分の地図のドローイング 
トレーシングペーパー、インク 

 
図 25 
 1 枚のトレーシングペーパーに２枚分の地図のドローイング（部分） 
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 文字が重なり合う表情を発見し、それをアルミの刻印に置き換えたのが《内在する都市１》(図 27)
《内在する都市２》(図 28)である。この 2作ではそれぞれ同じ 4枚分の地図を刻印している。地図は
1989 年から 2014 年の間に発行されたものから選択した。この年代は筆者が生まれてから、制作年の
間である。使用する地図を決めてから、初めに《内在する都市１》の制作を始めた。 
 

 
図 26 
《内在する都市１》2014 年 

W.1000mm×D.1000mm×H.30mm 
アルミ、松煙 
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図 27 
《内在する都市 2》2015 年 

W.1000mm×D.1000mm×H.30mm 
アルミ、松煙 

 
 制作行程は《内在する都市１》と《内在する都市２》共に同じであるため、ここからは合わせて説
明していく。まず、アルミは厚み 10mm,1000mm×1000mm のものを使用している。この厚みは、最
終的にアルミが湾曲することを考慮して、そのバランスが曲がりすぎず、しかし湾曲を阻止すること
もなく、力強いアールが得られるような厚みを選択した。まず、アルミには保護シートをかけたまま、
上に地図を置き、地図の上から刻印をしていく。アルミ板の真ん中に直径 30 センチ程度の空間を空け
るようにしながら、その周りは文字で埋め尽くすように、何度も重ねて刻印していく(図 27)。刻印は
中心から外側に向かうように進めていく。1回で部分的に収集して刻印するのではなく、全体的に均一
になるように何度も中心から外側へ密度をあげていく。これにより、アルミはほとんど均一に、中心
が盛り上がるように湾曲してくる。これは刻印によりアルミの表面積が片面だけ増すためである。ほ
とんどの都市名は、中心の円に沿うようにしているが、いくつかはその流れを妨げるように斜めに入
れているものもある。これがあることで、全体が単調になることなく、表情に幅が出せるようになっ
た。刻印の大きさは、1,5mm、2mm、3mmを使い分け、それぞれ地図に書かれている文字の大きさ
に合わせている。 
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図 28 
刻印されたアルミと、打ち抜かれた地図 
 

 すべて刻印を終えると、保護シートを剥がし、サンドブラストlxivの加工を行う。サンドブラストをか
ける前は、鏡面のように作品周辺が映り込み、コントラストが激しい。刻印した文字は白っぽく見え、
それに対して周りは暗く見える(図 28)。そこにガラスビーズの#80 でサンドブラストをかけると、全
体が鈍く光を反射するようになり、ギラギラとした光沢はなくなる。映り込みは、具体的なシルエッ
トを描かず、輪郭は曖昧になってくる(図 29)。そこに文字が凹み影となって見えてくる。この凹みを
強調するために、凹みに松煙と接着剤、水を混ぜたものを充填し、少し乾いたところで拭き取る。そ
うすることで刻印をされていないところは色が拭き取られる為、サンドブラストの表情のまま、それ
に対して刻印した文字だけ黒くすることができた。《内在する都市２》の中心部のように、文字が複
雑に重なっている部分ほど黒くすることができた。ここまでが２作に共通する制作行程となっている。
次に、《内在する都市１》を完成させて《内在する都市２》の制作に至るまでのプロセスを見ていく。 
 

     
図 29 
2014 年撮影、上:サンドブラスト前 

 

 

 



第 4章 刻印を用いた地図の分解 

50 

 
図 30 
2014 年撮影、下:サンドブラスト後 
 

 自作《内在する都市１》の、アルミ板の真ん中に直径 30 センチ程度の空間を作り、それを囲うよう
な構図は、図 11 と図 12 のドローイングを回転させた際に、中心の空間を軸に回転していることから
展開している。この構図に、選択した地図を重ね合わせて回転させたのが《内在する都市１》である。
刻印を進めながら、回転の軸になるのが作者自身で、周りを取り囲む都市を少しずつ自己のなかに吸
収して繋ぎ合わせていく途中経過のように感じられた。そこで中心の空間に重ならずに配置した都市
は、筆者が行きたい場所を選んで刻印をした。 
 《内在する都市１》で、筆者と都市名の関係を、吸収する途中経過とした。そこで、吸収された都
市が自己のなかでどのようになるのか展開させたものが《内在する都市２》である。本作では画面の
中心に向かって重なり合うように都市名を刻印していった。この場合も、前作と同様に中心から外側
に向かって刻印を進める。一番始めに刻印し始めるのは中心である。ここに刻印する都市名は、筆者
自身がよく知っている場所を選択して刻印を始めた。そこから刻印が周辺に到達する度に、中心に立
ち戻り、また外側に進めていく。これを何度も繰り返しているうちに、初めに刻印した都市の名前は
すっかり読むことができなくなってしまった（図 30）。そのようになるほど刻印の密度が高まると、
アルミは中心が盛り上がるように湾曲してくる。この湾曲は金属以外では得られない結果であったと
感じている。そしてこのアールがもたらす印象の違いはドローイングと比較してみることで認識した。 

 
図 31 
《内在する都市 2》部分 
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 《内在する都市２》の刻印をする前に、中心に文字を寄せ集めたドローイングをしている。これは
作品の印象を思い描き、完成度を明解にするために行った。このドローイングでは、ドイツの地図を
使用し、中心から外側にむかって少しずつ書き進めていく。地図にトレーシングペーパー置き描いて
いくのだが、文字が複雑に交錯すると、下の地図を読むことができなくなってしまった。そこでトレ
ーシングペーパーを回転させながら、文字で余白を埋めていくように書き進めていくようになった
（図 31）。結果として、文字が均一に収まったドローイングとなる（図 32）。それに対してアルミへ
の刻印では、文字を何度も重ねて打ち込むことができた。それは読めなくなってしまったとしても、
一打一打が確実に痕跡として刻み込まれていくことを実感することがでる。さらに、アルミ板の大き
さに対して、刻印の一打は小さな変化にすぎない。しかし、その取るに足らない変化の集積によって、
10mmのアルミ板全体を湾曲させるほどの変化をもたらすことができるのである（図 33）。筆者は刻
印した文字を眺めることで一瞬だけ達成感を感じる時がある。それは文字でぎっしりになったドロー
イングを眺めるときも同じように感じる。しかしアルミの湾曲から感じるのは同様の達成感ではない。
それは、行為と素材の結びつきが、結果として形状に影響を及ぼしていることが新鮮な発見となった。  

      
図 32 
2015 年、左:紙を回転させながら描いていく 
図 33 
2015 年、右:完成したドローイング 
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図 34 
《内在する都市 2》部分 
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4-3 《plan》シリーズにおける場所からの解放と実践 

 
図 35 
《plan no.11》2015 年 
W.270mm×H.270mm 
トレーシングペーパー、インク 

 
図 36 
《plan no.10》2015 年 
W.270mm×H.270mm 
トレーシングペーパー、インク 
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図 37 
《plan no.9》2015 年 
W.270mm×H.270mm 
トレーシングペーパー、インク 
 

 アルミの刻印の作品を仕上げた後、トレーシングペーパーでのドローイングを再開させた。それがこ
の《 plan 》である。これらはどれも筆者の想像上の旅行計画として描かれている。それについては
後述するが、このドローイングが今までと異なるのが、最終的なドローイングの完成を決めないで開
始し、進めたことだろう。無計画に都市の名前をぽつぽつと描き、密度を増していくのを感じながら
進めていくなかで、やはり筆者にとって都市の名前は、場所に縛られているのではなく、意味の広が
りを持って点在させることによる軽さを大切にしているのだと感じた。 
 この都市名の点在は、さきにも述べた通り旅行計画である。そこで、このドローイングは次のよう
に進められて行く。まず、キャプションに付けられている番号は、ドローイングを描いた順番であり、
描かれた都市名は、すべて筆者が訪れたい場所である。まず初めのドローイングである、《plan 
no.1》(図 37)は、ロシアのウラジオストクから始まり、シベリア鉄道に乗ってモスクワに到着して終
了している。描く順番は、シベリア鉄道の沿線にある都市に停車する並びとなっている。ドローイン
グを進める度に、旅行計画は次第に複雑になり、シベリア鉄道から他の路線へ乗り換え、飛行機で別
の場所に移動するなどするようになった。そして筆者が住んでいる横浜から出発する想定であるため、
横浜は最低でも２回は描かれることになっている。 このような規則で《plan no.5》(図 38)まで描い
た。鉄道で様々な都市を経由する移動と、飛行機で一気に飛び越える移動方法の感覚の違いを取り入
れたのが《plan no.6》(図 39)以降である。このドローイングでは、鉄道で移動する間は都市名を連ね
て書き、飛行機や船に乗るといったん線が途切れて、再び別の場所から描き始めている。この計画で
は初めのドローイングと同じように、横浜から出発し、ウラジオストクからモスクワ、それを往復し
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て帰ってくるものであった。ここで初めて取り入れた移動手段により、都市名を点在させるか、連ね
るかを分ける方法は、意識の中での都市名の位置と、トレーシングペーパー上での名前同士の関係が
ちょうど一致したように感じられた。そこで鉄道と飛行機での移動をそれぞれ組み合わせた《plan 
no.9》(図 36)や主に鉄道だけで移動する《plan no.10》(図 35)、逆に各地の空港を転々とする《plan 
no.11》(図 34)を描いた。一旦ここで《plan》としてのドローイングは止まっているが、このシリーズ
は今後も継続的に展開させていけるように感じている。 
 

  

  
 

図 38 
左上《plan no.1》2015 年 
W.270mm×H.270mm 
トレーシングペーパー、インク 
図 39 
右上《plan no.5》2015 年 
W.270mm×H.270mm 
トレーシングペーパー、インク 
図 40 
左下《plan no.6》2015 年 
W.270mm×H.270mm 
トレーシングペーパー、インク 
図 41 
右下《plan no.8》2015 年 
W.270mm×H.270mm 
トレーシングペーパー、インク 
 
 この一連の展開の間で、転機となっているのは《plan no.5》と《plan no.6》の間である。そのき
っかけとなっている移動手段について触れておきたい。都市から都市へと移動している間は、都市か
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ら分離している時間でもある。この感覚は日常生活での移動の時には感じられないが、普段より遠い
場所に行くときにそのように感じる。そのため筆者は移動の合間に、都市の内部にいる時とは異なる
解放感があるように思う。それは知らない場所へ行く時の、特別な高揚感であるかもしれない。しか
し自分がいた場所が一気に後方に追いやられるときの高揚感は、やはり都市からの解放なのではない
かと思う。鉄道の場合、都市から都市へと少しずつ進んでいくのが景色から読み取れる。天気の変化
が普段よりも早く感じられるし、都市からは離れて少しずつ景色がかわり、また都市に近づくにつれ
て建物が多くなり、次第に高さを増していく。その変化を眺めながら移動するため、記憶の中でも都
市と都市の前後が分離することはない。それに対して飛行機での移動間は、鉄道よりも顕著に都市か
ら分離している。その時間は、出発地点から到着までが切り取られたように独立しているといえる。
搭乗ゲートをくぐってから、まさに飛行機と共に現実世界から浮遊するのだ。その間、適当に過ごし
ているうちに、いつのまにか目的地に近づいている。しかしそのことにほとんど気がつかないまま到
着ゲートで放り出され、たちまちに都市を構成する一部になる。つまり鉄道と違うのは、都市から都
市の間のディテールを見ることができないのである。飛行機の窓から見下ろしたとしても、都市はあ
まりにも小さくなってそこに何千人の人が生活していようがまったくわからない。都市間のグラデー
ションがないのだ。このような移動の感覚の違いが、結果的にドローイングの変化となった。  
 意識の中での都市名の位置と、トレーシングペーパー上での名前同士の関係がちょうど一致したよ
うに感じられたこのドローイングは、開放的で、楽しみながら進めることができた。筆者にとって移
動することは唯一都市から解放されている特別な時間であり、それを想定しながら都市間を移動する
ことで、やはり都市から解放されているような感覚が得られていたのだと考えられる。この経験は、
都市名の配置と、自作の印象を関連付けることになったと感じている。 
 

４-４ 地図より都市を望む 
 
 これまでに制作してきた作品を一通り並べ、それらを関係づけながら一筋の線でつなぎ合わせてい
くと、その線の共通のキーワードとして浮上してくるのは、「過去」という時間の意識であると考え
ている。その線は、常にかぎりなく現在に近い地点をめざしながらも、過去のある地点から抜け出す
ことはできていない。前作の《plan》の展開では、その瞬発性のある制作方法から、制作時の「現
在」を捉えようとする試みではあった。しかし、それは時間が経つにつれ、行きたかった計画となり、
作品としての意味の変容を実感する。さらに《内在する都市》においても、当時、自らの中で構築さ
れていた自分自身と諸都市の関係性を探り、その前の《Cities & Names》では地図と都市のもつ時間
のずれに注目したものであった。これまでの展開からもそれぞれに「都市の肖像」を掴もうと歩んで
きた。ここにきて、さらに作品を先へ進めるために、「過去」との結びつきから見えてくる「新た
な」都市像を目指す表現を探っていく。つまり、「未来都市像」である。 
 「未来都市像」というと SF 映画のような都市像を連想するかもしれない。しかしこれまでの作品の
展開からみても、具体的な都市の姿を、造形に織り込むことはしてこなかった。2013 年の《Tokyo》
では地図の「道」から明確な造形要素を取り込んでいたと言えるが、今ではその表現は消化された。
結果として、今の都市名の展開にたどり着いている。そこで、これまでの過程を経て描く、都市の未
来像について考察して、実際の制作へと進めていく。 
 まず、前作のアルミの作品《内在する都市 1》《内在する都市 2》において、作者自身が実感として
到達したのは、地図を通じて、あらゆる都市が自己に集約される情景であった。さらに、その感覚に、
ひとつひとつ意味を与えながら、即興的に作り上げたのが《plan》のドローイングであったといえる。
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それらの制作を進めている間は、都市を書き連ねながら、この集約の先に自分自身がなにを見いだす
のか全く予想していなかった。ところが、作品が完成し、制作からいったん距離をおくと、終わりの
ない集積の先に、自分は何が見たかったのかを問い、次の作品の展開を練っていることに気がつく。
その問いに対する、現時点の解答が、未来都市像なのではないかというところに行きついたのである。
ここでの未来とは、作者自身が、見たことのない、あらゆる都市の集約がいきつく先を夢想するとい
うことである。実際、《内在する都市 2》が完成したときに、文字で埋め尽くし真っ黒になった中心に
目を凝らし、自分は何が見たいのかをそこに問うてきた。それは、現在という地点から、見ることが
できない情景に目を凝らしている状態とも言えるだろう。そこで、目を凝らして、見えないものを見
ようとするイメージから、新しい展開では、水平線を想起させるものにした。 
 《海景》(図 41)を撮る杉本博司は、海景は彼自身の意識の源であるというlxv。筆者は、意識の源が海
であると実感したことはまだないが、杉本博司(日：1948-)の「水平線は有限の内にある、そして無限
遠は想像の中にある」lxviと語る言葉は、自分自身の経験を思い出し、共感する。確かに、水平線を眺
めるとき、その先を思い描き、何かを期待するような感情を抱いていることに気がつく。それは太陽
が昇る瞬間や、船が見えるのではないかと思い、さらに見えるはずのない遠くの大陸にまで思いを馳
せるのである。水平線を前にして広がる感情は、これから起こるかもしれない変化の期待であり、先
のことを思うということから、筆者にとって、未来を連想させる風景なのである。 
 
 
 
 

 
図 42 
杉本博司 
《Celtic Sea, St. Agnes》 1994 年 
508mm×610mm 
ゼラチンシルバープリント 
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図 43 
トム• フリードマン Tom Friedman 
《Untitled(Two Identically Wrinkled Seascapes) 2013 年 
216mm×279mm 
紙  
 
 さらに、《地図より都市を望む１》(図 43)を制作する中で念頭にあったのが、トム・フリードマン
(米：Tom Friedman, 1965-)の 1 枚の白紙を折り曲げてから広げたものを、白い額に収めた作品
《Untitled (Tow Identically Wrinkled Seascapes)》(図 42)である。よく見ると、下半分には紙を軽
くつまんだような皺があるのがわかる。この白紙を正面から観ると皺のやわらかい陰影から、海と空
が見えてくる。筆者は 1枚の平面から、無限の奥行を出現させているこの作品に、潔いほどの素材と
の対立を感じた。中心のはっきりと現れる水平線を境に、光を受け止めた紙のなだらかなグラデーシ
ョンを見ていると、それが紙であることも忘れて、水平線に目を凝らしてしまう。 
 筆者が制作した水平線のシリーズとして 1作目にあたる《地図より都市を望む１》は、展示すると
「中心線を境に山折になっているように見える」という感想を聞くことが多かった。それは上記のト
ム•フリードマンの作品が意識として強く残っていたからなのではないかとおもっている。しかし、そ
の印象は 2作目以降は徐々に消化され、筆者の求める、都市の広がりのイメージを探る展開ができて
いると感じている。  
 さて、ここまで有限から無限遠へと向かう距離を、刻印による陰影で表現することで、無限に広が
るこれからの都市のイメージを描こうとした経緯について述べてきた。そこでここからは、最初の試
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みとして《地図より都市を望む１》から始まり、その展開を順に説明して行く。

 
図 44 
《地図より都市を望む 1》2015 年 
W.650mm×D.650mm×H.30mm 
アルミ、松煙 
 
 
 まず、作品の基本的な素材と大きさは、650mm四方、厚み 15mmのアルミ板を使用している。厚
みは前作の 10mmよりも 5mm増した。その理由として、前作と比較して、刻印の面積が増える為、
アルミの湾曲がより強調されるだろうと予想したからである。水平線を見渡したときの、やや湾曲し
ているような印象を思い描いていたので、厚みを増すことで調整した。そして刻印は、真ん中を水平
線とし、その中央に向かって密集するようにさせた。特に、下半分は、中央の線に近づくにつれ刻印
が重なり合うようにし、それは距離が離れるにしたがい、風景が密集して見える視覚効果を意識した。
その反対に、上半分は、中央をあまり過密にしないことで、下とのコントラストを強調させるように
している。それにより、画面の中心を境界のように横切る線を、くっきりと浮かび上がらせた(図 44)。 
 使用した地図は、今まで作者自身の年齢等に限定していたが、そのような条件をすべてなくした。
そのため、発行年も場所も遥かに幅広いものになった。この選択は、地図の峻別を怠っているように
捉えられる可能性もある。しかし、地図自体を過ぎ去った時間のメタファーとして作品に転換するた
めに、あえてより多くの地図を取り込むことを選択した。そうすることで、「筆者」と「都市の肖
像」という個人的な関係を超えて、「過去」から構築される「都市の肖像」に拡大されたと考えてい
る。これは今後の展開として、新しい可能性を含んでいると期待している。例えば、筆者以外の他人
が選択した地図を使用する、ということも考えられるのだ。この地図の選択に関しては、今後の展開
でさらに膨らませていきたい事項でもある。 
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図 45 
《地図より都市を望む 1》部分 

 
 前作である《内在する都市 1》《内在する都市 2》で得たアルミの湾曲は、ここでは水平線のイメー
ジと重ね合わせることで形態とイメージを一致させた。ライティングにより中心の膨らみに光があた
り、逆に四隅がやや暗く見えるため、写真のピントを中心に絞ったような効果もみられた。これはア
ルミという素材の性質上、光を反射しやすいということを再確認することとなった。この作品にとっ
て、明るい空間で展示することは、作品のディテールを詳しく見せることにはならないのである。な
ぜなら、光が強ければ強いほど、アルミの反射で白く飛んでしまう。するとサンドブラストによる細
かい触感は伝わらず、安っぽい印象になってしまった。そのため、一般的な展示空間よりも、やや暗
すぎると感じる程度の方が、表面の布や砂地のような触覚的な印象が伝わると考えている。これも外
部での展示を重ねる中で、状況に応じて展示方法を検討する経験から発見したことである。 
 展示空間について少し触れたが、実際に外で展示するのは、すべての作品が完成してからである。
作品の制作ペースは《地図より都市を望む１》が完成する前に、次の《地図より都市を望む 2》(図
45)の材料を注文し、完成すると同時にすぐに次に取りかかった。この作品の構想は、1作目を制作し
ている途中に沸き上がってきている。1作目は水平線を意識していたが、次は道のような情景を思い描
いて制作した。 
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図 46 
《地図より都市を望む２》2015 年 
W.650mm×D.650mm×H.30mm 
アルミ、松煙 
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 まず、 作品の基本的な素材と大きさは、前作と変わらない。同じシリーズの展開として進めて行き
たかったので、同一の規格で作ることにした。そのため、大きく変わるのはそこに描き出すイメージ
である。前作では、横方向に並ぶ刻印と水平になる、横一直線のイメージだった。しかし今回は、刻
印の方向は横のまま、刻印をしないスペースが縦方向のラインになるようにした。縦のラインは、文
字の入り組みにより、シルエットがぼやけているような印象になる。筆者はそれを文字が蠢いている
ように感じ、そのイメージから海面に映った光の線のような動きを連想した。このシリーズを始めと
きに思い描いた距離を彷彿させるため、縦のラインは上がやや細く、下に向かうにしたがい広がりを
感じられるようにした。そして下の文字は、密度は持たせず、すこし縦ラインの内側に入り込ませた。
それは文字の蠢きでもあり、前作と同様、手前から奥にむかうにつれて文字の密度に変化をつけたた
めである。 
 さらに、この作品ではサンドブラストをかけないで仕上げることにした。この判断は完成間際まで
なかなかできすにいた。しかし本作をあえて「磨きの状態」で完成させたのは、やはり蠢きを意識し
た結果である。前作の写真とくらべれば一目瞭然なのが、刻印されてない部分の反射が目立つことで
ある。それは意図的に打ち込んでいない中心部だけでなく、文字が密集しているはずの場所でも、そ
の隙間からきらきらとアルミの地色が主張して文字とのコントラストが際立つ。これはアルミの面が
鏡面状になっているためである。この効果はサンドブラストをかけると失われてしまう。そこでこの
表情を生かしていくために鏡面の状態を残すことにした。鏡面状態のため、中心にはさまざまなもの
が写り込む。写真ではわかりにくいが、撮影する角度によって周辺の窓枠などが写り込んでくる。観
る角度や場所によって、蠢く文字の間に変化を見ることができるのは、今回の場合では利点となるの
ではないかと考えている。  
 ここまでの 2作が、はっきりと距離を感じられる表現を試みてきたのに対し、次の作品では意図的
に明確ではない距離を感じさせるものにしたいと考えて取り組んだ。明確ではないというのは、例え
ば暗闇や霧などで前方を遮られているなか、それを見渡している感覚である。前方に霞む水平線に目
を凝らして眺める情景をイメージしている。水平線という点で、このシリーズの初めのものに近い印
象になっている。しかし、ここでは明確にわかる水平線は描いていない。かすかに中心が明るく見え
るように密度を調整し、そこに奥行きがあるように感じられるようにした。 
 前作では施さなかったサンドブラストも今回は使用している。種類は＃100 の荒さのガラスビーズ
を使用した。#100 とは、粒の細かさを意味するが、その中でも#100 は荒く、粒が大きいビーズであ
る。荒いと言っても、ブラストしたアルミを触る、とさらさらとした触感が感じられる程度で、手に
引っかかり、ぎざぎざしているということはない。しかし着色の段階で、目の粗さを実感する。それ
は黒の塗料を塗った後、刻印の凹みに塗料を残したまま、表面を拭ったときに、ブラストの凹凸に塗
料が入り込み、少し黒くなるのである。これは、その後、研磨剤を付けた布でこすることで解消され
ることであるが、全体を均一に仕上げるには、1日かけてこすりつづけなくてはならなかった。これは
《内在する都市》の制作で経験した。その時は時間も体力も消耗するこの行程を、どうにか解決でき
ないかと考えていた。そこで今回、このムラが生じることを、逆に利用したのである。つまり、中心
は明るく反射するように拭き取り、画面の上下の部分は暗く、奥行きのあるグラデーションを作った。
この濃淡の差の基本は、刻印の密度であることは今まで通りである。しかし、そこに少しずつ、新た
な表現を付け加えることで、幅を増やしていけたらと考えている。 
 さらに、もうひとつ今回の作品で新しく試みた箇所がある。それが、中心の水平線になる部分に、
色を入れない文字を作ってみた。つまり、着色をしたあと、その箇所だけ刻印を追加し、色をいれな
かった。色を入れない刻印はアルミの地がむき出しになり、角度によっては白い文字となって現れる。
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その効果は、観る角度によってまったく異なる印象を作っていた。他の文字と一体になり、ほとんど
主張しないときもあれば、黒い文字の集合の中で、鋭い金属光沢が鮮明になることもある。それによ
りぼんやりとしている光景の中に、うっすらと水平線の存在を示唆する効果をねらってみた。この手
法による表現は今後の展開の可能性を感じている。例えば、先にアルマイト加工を施し、色がついた
状態のアルミ板に、刻印を打ち込んでいく、ということも考えられる。その場合、文字の部分が明る
いアルミ色となって見えるため、今までの作品と比べて、色が反転したような印象になるのではない
かと予想している。これも地図の選択と同様、今後の展開に応じて、その都度、応用していこうと考
えている。 
 4-5 意味の集積と複雑性 傷と名前について 
 
 文字を用いた作品へと進む前、積層より複雑で雑多な印象を求め「集積」へと移行したと述べた。
そのときに求めてきた複雑性は、明確な意味を持つ名詞を用いることでより複雑さを増し、広がりを
持つようになったと感じている。自作の制作行程について述べた最後に、特に刻印の作品を中心に
「意味の集積と複雑性」について考察する。 
 刻印作品を説明するとき、大きく 2 つのことにわけて説明した方がわかりやすくなると感じている。
それは「刻印」についてと「名前」についてである。本論でもその順番で説明してく。 
 ここからは刻印をより大きな意味で「傷」として捉えて考えていきたい。まず文字をインクで描く
ことよりも刻印を選択している理由だが、これは文字がアルミ板に刻み込まれるためであると考えて
いる。刻印による凹みが文字ではなかったら、それはアルミ板についた「傷」や「模様」、仕上げと
して施された「テクスチャー」として捉えられるかもしれない。それらを大きくまとめて「傷」とし
て考えてみるとき、筆者が学部で鍛金を学んでいたときに使用していた「荒し槌」を思い出す。これ
は金属の表面に仕上げとして意図的に模様としての傷をつけるために用いられる金槌の一種である。
金槌の面に様々な傷をつけたもので、それを金属の表面に打ち付けることでスタンプのように模様が
打ち込まれる。この意図的につけられる傷に筆者は違和感を抱き続けていた。なぜならば、本来の傷
は経緯や要因があるものだと思うのだ。使用頻度が高いものは傷がつきやすいが、その一つ一つに理
由があり、同時に物として味わい深い表情になっていく。それが本来ならマイナス要素としてとらえ
られがちな傷の良い表情だと感じていた。だからこそ、この意味を飛び越えて意図的に刻み込まれる
傷に対して違和感を覚える。つまり傷には意味が必要なのだ。 
 さらにもう一つ、「傷」は周囲との同化を生み出すことがある。このように感じるのは、公共物に
いたずらに貼られたステッカーが何年も剥がされずにそのまま放置されている状態を見つけたときで
ある。それが貼られたばかりのときは見慣れないものが突然現れた異物感を感じている。しかし時間
がたつと、傷がステッカーとその周囲を繋げて、不思議な一体感をもってその場所に馴染んでいるこ
とに気がつく。これも傷の一種の性質と言えるのかもしれない。 
 つまり、傷には意味が必要で、さらに傷の集積は周囲との同化を促すのである。これらを考慮しな
がら再び刻印の作品について立ち戻ってみると、筆者が文字という明確な意味を刻印するのは、傷に
意味を求めた結果である。するとその凹みは読まれて何かを彷彿させる意味を持つ傷になった。さら
にその傷が密集し意味が読み取れない程になると、同化の性質が現れてくる。少しずつ周囲にとけ込
んでいく文字を見ていると、都市の複雑性の行き着く先にある次第にどれも似たような印象になって
いく現実と重なっていくように感じている。 
 次に、傷に意味を与えた名前について考えていく。そこで、第 1章にて触れたイーフー・トゥアン
は人々にとって「都市自体が一つの象徴」lxviiとなると指摘していることを思い出す。その象徴は都市
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の名前によって集約されているのではないか。地図に書かれた都市名はそこに住む人や知っている人
にとってある程度の共通認識を持たせる記号であるのは間違いないだろう。民族や言語によってその
名称が変わることも考慮したとしても、名前が与えられるということは人々にとって象徴として記憶
に残り続けることになる。これが自作で名前を使う初めの理由であった。さらに深めていくと、 文字
を自作に取り入れることで作品は都市の印象に大きく近づいたと感じていることに気がついた。なぜ
そのような印象をいだくのか。自作における「都市性」は都市名を使用しているという点においての
み支えられているのではない。名前を使い、その解釈の多様性が作品上で生まれてくるという点に
「都市性」を求めていることがわかった。 
 ここでなぜ都市の名前なのかという点について考えなくてはならない。一時期は都市名ではなく他
の言葉や文章を使うことも考えたことがあった。しかしやはり都市名でなくてはいけないのだ。それ
は都市の名前は多くの言葉の中でも人々が抱くイメージの幅が広い固有名なのではないかと常々感じ
ている言葉だからである。なぜならば、一つの都市の名前から連想するのは、誰もが皆、絵はがきの
風景のようなひな形を思い出すわけではないだろう。例えば「東京」といっても、そこで生まれ育っ
た人であればその風景を思い出すかもしれないし、別の友人を思い出し、あるいは人から聞いた東京
の風景を思い描くかもしれない。それは風景であるとも限らない。匂いや温度、光、声など非常に個
人的な記憶の領域にまで入り込むきっかけでもある。このような、意味の幅の広さを都市の名前は持
っている。 
 地図を見ていると数えられないほどの都市の名前があるようにみえるが、その数は地球上のすべて
という上限がある。しかしそこに時間という軸が加わることで、都市の名前の意味は半永久的に更新
されるものとなる。都市の名前を抽出する元となっているのは発行年数、範囲のさまざまな地図であ
る。特に発行年は地図に与える意味に重要な役割があるといえるだろう。それに伴い地図から抽出さ
れる都市の名前も微妙に変化してくる。例えば１年前と現在である場所に対する人々の認識が大きく
変わるような出来事が毎日のように起きている。その度に、都市の名前の意味が変わるのだ。  
 
 このような名前を集積させることで、より複雑な状況を生み出すことが出来るのではないか。ここ
でいう複雑とは、集積による雑多な印象に加えて、上述した都市名から広がる記憶が作品上で交わる
状況でもある。 これは自作の展示を通じて、多くの人は刻印された文字から知っている場所を探し
出そうとすることに気がついたことがきっかけとなっている。鑑賞者は自らの出身地や、訪れたこと
のある場所、よく知っている場所を見つける。それらは筆者が知らない場所の名前についてどのよう
な場所なのか尋ねると、鑑賞者と都市にまつわる簡単なエピソードを聞かせてくれた。鑑賞者を中心
に広がる都市の記憶を聞いていると、名前をきっかけに全く異なる意味の広がり、解釈の多様性を引
き出すことに気がついた。作品上でそのような状況を作り出すことは、都市が人々の価値や記憶が混
在していながらもある種の魅力として成立していることと重なり合う。可能な限りそのような状況を
作品上で発生させることが、自作における都市性なのだと考えている。  
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おわりに 
 
 一見、不動で強固であるように見える都市はゆっくりと確実に変化している。その変化に気がつい
てから「都市」をテーマとして作品を展開し続けてきた。はじめは予想が出来ない、刹那的な印象か
ら「現象」と呼んでいた。しかし本論を進めていくうちに、「現象」ではあまりにも漠然としている
ことに気がついた。そこで具体的に自作の分析とあわせて、「全体」と「部分」という 2点から考察
した。これにより都市の混乱に翻弄されるのではなく、自らが目指す表現の方向性を確立することが
できたと思われる。 
 その第一の成果が地図を作品要素として取り入れる方法を確立できたことだろう。当初から地図に
書かれている情報を造形として作品中に取り入れることで、地図を超えて都市を描き出すことができ
る可能性を感じていたが、それは漠然とした期待であった。だが少なくとも、地図が都市を俯瞰する
視点を持っていることは確かだと信じていたのである。その期待を抱いたままいくつかの作品を制作
し思考錯誤を繰り返すなかで、地図を解体し得た要素を再構築することにより、新たな都市像を得る
方法を確立した。 
 地図から得た要素とはつまり、地図という全体に対しての部分に当たる。第 2章で、無限に広がっ
ていくように感じられる人工物の集積が、都市を構成していることについて考察していくと、新たな
キーワードとして「広がり」を感じられる表現の探求に行き着いた。ここには地図から得た要素を再
構築していくなかで際限なく広がっていくように感じられることにも関係性があるのかもしれない。
この言葉について今後はより深めて、感覚と一致する言葉を探っていく必要があると考えているとこ
ろである。だが現時点でもこのキーワードが現代都市の有り様を表現する、新たな展望へと導く可能
性があるように見えるのである。 
新しい展開を発見した今、これまで俯瞰の視点として取り込んできた地図からも解放され、新たな俯
瞰を探る可能性があるかもしれない。どのような展開に進むにしても、都市で生活する 1人の人間と
して、都市を吸収し、得た感覚を表現へと変換していくことには変わりはないだろう。しかし、なぜ
都市なのか。その大きなテーマに対する本論なりの答えを次のように導きだして結びとする。本論で
前提となっているのが、見えない都市を見たいという欲求である。もっとも身近であるはずなのに、
最も見えにくい。都市は存在していながら、まるで架空の存在、幻のようなのだ。だから、その時代
ごとに人々が共有している「都市」の印象は違うはずで、そこにこそ、過去でも未来でもない、今が
宿っていると確信している。だから広範な学問の分野を乗り越えて、都市が語られるのである。この
ミステリアスな対象の全貌は、特定の方法論や解釈に収めるべきではないのだろう。しかし、それと
同時に、その答えを求め続けるという姿勢が都市を理解するための唯一の方法であるはずなのだ。そ
の舞台である都市こそ、現代の肖像だといえるのではないか。だから私はこれからも都市の肖像を求
めるのである。 
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図 47 
《地図より都市を望む２》部分 
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は彼の奇妙な毎日をつぶさにみることになった。一日のうち、6 時間、7 時間を費やして、細く正確なゴ

シック体の文字で、彼は日付を描きつづけていた。くる日も、くる日も、彼はただその作業だけを繰り返

していた」	 
lv	 河原温『美術手帖』（1956）７月号	 p.61「不在者」（読売アンデパンダン展より）	 	 	 

	 1950 年代、河原温が初期のドローイング作品について、ほかの作家が作品の「内容」が如何なるものかについて述べ

たてるのに対する河原温の発言。	 
lvi南雄介、武内厚子（東京都現代美術館）=編集『河原	 温	 全体と部分	 1964-1995』東京都現代美術館(1998)	 p.190	 

美術批評家の峯村敏明は、「時の行人/河原温	 その 3」で、河原温の《Today》シリーズがまとまって展示された 1970

年の東京ビエンナーレ以降、３回ほどの展示を含めていつも 1 室を《Today》が壁をめぐるように陳列されていたとして

いる。	 
lvii	 同上	 p.434	 
lviiiジュシュア・メイロウィッツ=著	 安川一、高山啓子、上谷香陽=訳『場所感の喪失•上	 電子メディアが社会的行動

に及ぼす影響』新曜社(2003)	 pp.244-245	 

	 	 
lix	 レム・コールハース=著	 太田佳代子•渡辺佐智江=訳	 『S,M,L,XL＋	 現代都市をめぐるエッセイ』筑摩書房(2015)	 

p.10	 
lx	 ケヴィン・リンチ=著	 丹下健三、富田玲子=訳	 『都市のイメージ』岩波書店(2007,初版 1960 年)p.47	 
lxi	 篠原一男=編	 『篠原一男経由	 東京発東京論』鹿島出版社（2001）	 p.223	 
lxii	 岡田温司=著	 『半透明の美学』	 岩波書店	 （2010）p.155	 
lxiii	 同上	 p.142	 
lxiv	 ガラスビーズ、アルミ粉、ステンレス粉などをショットで打ち付ける加工方法。それぞれ表情が異なる。

	 
lxv	 杉本博司=著	 『アートの起源』株式会社新潮社（2012）p.26	 
lxvi	 同上 p.27	 
lxvii	 イーフー・トゥアン＝著	 山本浩=訳	 『空間の経験	 身体から都市へ』ちくま学芸文庫（2000,初版 1988 年）

p.307	 
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